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リーダー フリガナ 登録番号 パートナー フリガナ 登録番号

生悦住　達 ｲｹｽﾞﾐ ﾄｵﾙ 307106 飛田　泰枝 ﾋﾀﾞ ﾔｽｴ 307107

岩﨑　雄二 ｲﾜｻｷ ﾕｳｼﾞ 307564 櫻井　和子 ｻｸﾗｲ ｶｽﾞｺ 307565

遠藤　昭治 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｮｳｼﾞ 308252 小坂　嘉子 ｺｻｶ ﾖｼｺ 308253

小田切　秀雄 ｵﾀｷﾞﾘ ﾋﾃﾞｵ 303175 小田切　幸子 ｵﾀｷﾞﾘ ｻﾁｺ 303176

梶塚　正明 ｶｼﾞﾂﾞｶ ﾏｻｱｷ 307414 梶塚　頼子 ｶｼﾞﾂﾞｶ ﾖﾘｺ 307415

北原　正人 ｷﾀﾊﾗ ﾏｻﾋﾄ 302484 北原　房子 ｷﾀﾊﾗ ﾌｻｺ 302485

久野　恵章 ｸﾉ ﾖｼｱｷ 308323 見代　真理代 ﾐｼﾛ ﾏﾘﾖ 308324

小林　久士 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｻｼ 303310 小林　由美子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾐｺ 303311

Sainsbury　Matthew ｻｲﾝｽﾌﾞﾘｰ ﾏｼｭｰ 308325 岩﨑　美奈子 ｲﾜｻｷ ﾐﾅｺ 308326

佐々　英成 ｻｻ ﾋﾃﾞﾅﾘ 300897 佐々　昌子 ｻｻ ｱｷｺ 300898

佐藤　力也 ｻﾄｳ ﾘｷﾔ 308316 長谷川　未央 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｵ 308317

澤永　晴雄 ｻﾜｴ ﾊﾙｵ 303736 澤永　賢子 ｻﾜｴ ﾀｶｺ 303737

白砂　和洋 ｼﾗｻｺﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 307936 XIA　XIAOLING ｼｬ ｼｮｳﾘﾝ 307937

髙澤　清剛 ﾀｶｻﾞﾜ ｷﾖﾀｶ 305796 髙澤　千代子 ﾀｶｻﾞﾜ ﾁﾖｺ 305797

田代　誠 ﾀｼﾛ ﾏｺﾄ 307087 田代　奈保美 ﾀｼﾛ ﾅｵﾐ 307088

鳥羽　龍之介 ﾄﾊﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 308183 鳥羽　絢華 ﾄﾊﾞ ｱﾔｶ 308184

土師　信幸 ﾊｼﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 305989 川本　栄美子 ｶﾜﾓﾄ ｴﾐｺ 306062

村井　一正 ﾑﾗｲ ｶｽﾞﾏｻ 303831 小林　外美子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾐｺ 305896

矢作　照雄 ﾔｻｸ ﾃﾙｵ 308272 齋藤　直美 ｻｲﾄｳ ﾅｵﾐ 308273

山本　雅己 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｷ 306345 佐山　羅迦子 ｻﾔﾏ ﾗｶｺ 307710
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リーダー フリガナ 登録番号 パートナー フリガナ 登録番号

生悦住　達 ｲｹｽﾞﾐ ﾄｵﾙ 307106 飛田　泰枝 ﾋﾀﾞ ﾔｽｴ 307107

伊藤　久夫 ｲﾄｳ ﾋｻｵ 308321 因泥　昭子 ｲﾝﾃﾞｲ ｱｷｺ 308322

遠藤　昭治 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｮｳｼﾞ 308252 小坂　嘉子 ｺｻｶ ﾖｼｺ 308253

梶塚　正明 ｶｼﾞﾂﾞｶ ﾏｻｱｷ 307414 梶塚　頼子 ｶｼﾞﾂﾞｶ ﾖﾘｺ 307415

北原　正人 ｷﾀﾊﾗ ﾏｻﾋﾄ 302484 北原　房子 ｷﾀﾊﾗ ﾌｻｺ 302485

久野　恵章 ｸﾉ ﾖｼｱｷ 308323 見代　真理代 ﾐｼﾛ ﾏﾘﾖ 308324

小林　久士 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｻｼ 303310 小林　由美子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾐｺ 303311

Sainsbury　Matthew ｻｲﾝｽﾌﾞﾘｰ ﾏｼｭｰ 308325 岩﨑　美奈子 ｲﾜｻｷ ﾐﾅｺ 308326

澤永　晴雄 ｻﾜｴ ﾊﾙｵ 303736 澤永　賢子 ｻﾜｴ ﾀｶｺ 303737

白砂　和洋 ｼﾗｻｺﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 307936 XIA　XIAOLING ｼｬ ｼｮｳﾘﾝ 307937

髙澤　清剛 ﾀｶｻﾞﾜ ｷﾖﾀｶ 305796 髙澤　千代子 ﾀｶｻﾞﾜ ﾁﾖｺ 305797

2019年3月17日（日）　浅草ダンスフェスティバル　（都立産業貿易センター台東館４Ｆ）
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田代　誠 ﾀｼﾛ ﾏｺﾄ 307087 田代　奈保美 ﾀｼﾛ ﾅｵﾐ 307088

土師　信幸 ﾊｼﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 305989 川本　栄美子 ｶﾜﾓﾄ ｴﾐｺ 306062

御手洗　昇 ﾐﾀﾗｲ ﾉﾎﾞﾙ 308114 御手洗　尚子 ﾐﾀﾗｲ ﾅｵｺ 308115

村井　一正 ﾑﾗｲ ｶｽﾞﾏｻ 303831 小林　外美子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾐｺ 305896

矢作　照雄 ﾔｻｸ ﾃﾙｵ 308272 齋藤　直美 ｻｲﾄｳ ﾅｵﾐ 308273

山本　雅己 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｷ 306345 佐山　羅迦子 ｻﾔﾏ ﾗｶｺ 307710


