
B-15月26日　場所：イコス上尾

ＪＣＦ･アマチュア･ボールルーム競技会
登録番号 リーダー氏名 フリガナ パートナー氏名 フリガナ 関東 A級シニア65 A級シニア55 B級 B級シニア65 B級シニア55 C級 Ｃ級シニア55 D級 E級

13000006 石川 潔 ｲｼｶﾜ ｷﾖｼ 石川 和子 ｲｼｶﾜ ｶｽﾞｺ ● ●

13000010 藤江 貞治 ﾌｼﾞｴ ﾃｲｼﾞ 藤江 加代子 ﾌｼﾞｴ ｶﾖｺ ●

13000011 八木原 猛 ﾔｷﾞﾊﾗ ﾀｹｼ 八木原 みえ子 ﾔｷﾞﾊﾗ ﾐｴｺ ● ●

13000014 福原 芳昭 ﾌｸﾊﾗ ﾖｼｱｷ 菊地 恵美子 ｷｸﾁ ｴﾐｺ ●

13000023 田谷 暁雄 ﾀﾔ ｱｷｵ 田谷 恵子 ﾀﾔ ｹｲｺ ● ●

13000028 内山 登 ｳﾁﾔﾏ ﾉﾎﾞﾙ 春山 富美子 ﾊﾙﾔﾏ ﾄﾐｺ ●

13000032 佐々 英成 ｻｻ ﾋﾃﾞﾅﾘ 佐々 昌子 ｻｻ ｱｷｺ ● ●

13000035 齋藤 実 ｻｲﾄｳ ﾐﾉﾙ 齋藤 千枝子 ｻｲﾄｳ ﾁｴｺ ●

13000050 大森 忠美 ｵｵﾓﾘ ﾀﾀﾞﾖｼ 荒川 陽子 ｱﾗｶﾜ ﾖｳｺ ● ● ●

13000056 大越 義光 ｵｵｺｼ ﾖｼﾐﾂ 星野 茂美 ﾎｼﾉ ｼｹﾞﾐ ●

13000069 深堀 隆志 ﾌｶﾎﾞﾘ ﾀｶｼ 堂前 春美 ﾄﾞｳﾏｴ ﾊﾙﾐ ● ●

13000099 福田 稔 ﾌｸﾀﾞ ﾐﾉﾙ 大橋 佳代 ｵｵﾊｼ ｶﾖ ● ●

13000154 大上 勇夫 ｵｵｳｴ ｲｻｵ 相沢 礼子 ｱｲｻﾞﾜ ﾚｲｺ ●

13000167 山田 敏司 ﾔﾏﾀﾞ ﾄｼｼﾞ 坂本 泉美 ｻｶﾓﾄ ｲｽﾞﾐ ● ●

13000176 岩端 誠士 ｲﾜﾊﾀ ｻﾄｼ 伊藤 裕美 ｲﾄｳ ﾕﾐ ●

13000225 稲村 美一 ｲﾅﾑﾗ ﾖｼｶｽﾞ 菊池 辰子 ｷｸﾁ ﾀﾂｺ ● ●

13000258 佐藤 林平 ｻﾄｳ ﾘﾝﾍﾟｲ 玉村 貴美子 ﾀﾏﾑﾗ ｷﾐｺ ● ●

13000294 亘 雄一 ﾜﾀﾘ ﾕｳｲﾁ 亘 絹代 ﾜﾀﾘ ｷﾇﾖ ● ●

13000310 輿水 洋一 ｺｼﾐｽﾞ ﾖｳｲﾁ 輿水 由美子 ｺｼﾐｽﾞ ﾕﾐｺ ●

13000325 石田 英三 ｲｼﾀﾞ ｴｲｿﾞｳ 城所 政子 ｷﾄﾞｺﾛ ﾏｻｺ ●



B-25月26日　場所：イコス上尾

ＪＣＦ･アマチュア･ボールルーム競技会
登録番号 リーダー氏名 フリガナ パートナー氏名 フリガナ 関東 A級シニア65 A級シニア55 B級 B級シニア65 B級シニア55 C級 Ｃ級シニア55 D級 E級

13000381 谷川 利雄 ﾀﾆｶﾜ ﾄｼｵ 谷川 昌子 ﾀﾆｶﾜ ﾏｻｺ ●

13000397 樋山 亘 ﾋﾔﾏ ﾜﾀﾙ 樋山 純子 ﾋﾔﾏ ｼﾞｭﾝｺ ●

13000484 香取 久雄 ｶﾄﾘ ﾋｻｵ 香取 ひとみ ｶﾄﾘ ﾋﾄﾐ ● ● ●

13000487 角田 富重 ﾂﾉﾀﾞ ﾄﾐｼｹﾞ 竹内 啓子 ﾀｹｳﾁ ｹｲｺ ● ●

13000509 内村 弘己 ｳﾁﾑﾗ ﾋﾛﾐ 内村 貴美子 ｳﾁﾑﾗ ｷﾐｺ ●

13000634 山口 明 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾗ 広瀬 小枝子 ﾋﾛｾ ｻｴｺ ● ●

13000740 西園 利明 ﾆｼｿﾞﾉ ﾄｼｱｷ 小山 誠子 ｺﾔﾏ ｾｲｺ ● ●

13000768 倉持 強 ｸﾗﾓﾁ ﾂﾖｼ 国府田 陽子 ｺｸﾌﾀﾞ ﾖｳｺ ●

13000804 今枝 義昌 ｲﾏｴﾀﾞ ﾖｼﾏｻ 今枝 安芸子 ｲﾏｴﾀﾞ ｱｷｺ ●

13000903 安藤 正 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀﾀﾞｼ 桑原 律子 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾘﾂｺ ●

13000912 小川 芳彦 ｵｶﾞﾜ ﾖｼﾋｺ 佐藤 悦子 ｻﾄｳ ｴﾂｺ ●

13000936 森屋 利保 ﾓﾘﾔ ﾄｼﾔｽ 小林 千秋 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｱｷ ●

13000987 森田 晃好 ﾓﾘﾀ ｱｷﾖｼ 後閑 千恵子 ｺﾞｶﾝ ﾁｴｺ ● ●

13000990 小島 政廣 ｺｼﾞﾏ ﾏｻﾋﾛ 臼井 登美江 ｳｽｲ ﾄﾐｴ ● ●

13001098 瀬田 裕和 ｾﾀ ﾋﾛｶｽﾞ 南井 悦子 ﾐﾅﾐｲ ｴﾂｺ ●

13001107 細田 孝 ﾎｿﾀﾞ ﾀｶｼ 細田 鈴子 ﾎｿﾀﾞ ﾚｲｺ ●

13001108 牛田 三男 ｳｼﾀﾞ ﾐﾂｵ 鉄羅 まさ子 ﾃﾂﾗ ﾏｻｺ ● ●

13001109 鹿野 快男 ｶﾉ ﾖｼｵ 中村 禧子 ﾅｶﾑﾗ ﾄｼｺ ● ●

13001134 漆原 義明 ｳﾙｼﾊﾞﾗ ﾖｼｱｷ 漆原 弘子 ｳﾙｼﾊﾞﾗ ﾋﾛｺ ●

13001157 岩崎 勇一 ｲﾜｻｷ ﾕｳｲﾁ 中山 富子 ﾅｶﾔﾏ ﾄﾐｺ ● ●



B-35月26日　場所：イコス上尾

ＪＣＦ･アマチュア･ボールルーム競技会
登録番号 リーダー氏名 フリガナ パートナー氏名 フリガナ 関東 A級シニア65 A級シニア55 B級 B級シニア65 B級シニア55 C級 Ｃ級シニア55 D級 E級

13001200 山下 時数 ﾔﾏｼﾀ ﾄｷｶｽﾞ 野元 道枝 ﾉﾓﾄ ﾐﾁｴ ● ●

13001205 小俣 徳夫 ｵﾏﾀ ﾄｸｵ 川島 杏奈 ｶﾜｼﾏ ｱﾝﾅ ●

13001257 福田 隆憲 ﾌｸﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ 中川 麗子 ﾅｶｶﾞﾜ ﾚｲｺ ●

13001268 川口 守 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏﾓﾙ 瓜生　房子 ｳﾘｭｳ ﾌｻｺ ● ●

13001341 瀬川 哲也 ｾｶﾞﾜ ﾃﾂﾔ 瀬川 節子 ｾｶﾞﾜ ｾﾂｺ ● ● ●

13001452 田元 秋信 ﾀﾓﾄ ｱｷﾉﾌﾞ 田元 とよ子 ﾀﾓﾄ ﾄﾖｺ ● ●

13001591 倉智 司 ｸﾗﾁ ﾂｶｻ 倉智 みどり ｸﾗﾁ ﾐﾄﾞﾘ ●

13001770 後藤 孝広 ｺﾞﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 後藤 逸子 ｺﾞﾄｳ ｲﾂｺ ●

13001968 金子 弘明 ｶﾈｺ ﾋﾛｱｷ 宮本 信代 ﾐﾔﾓﾄ ﾉﾌﾞﾖ ● ●

13002028 田村 功 ﾀﾑﾗ ｲｻｵ 田村 敏子 ﾀﾑﾗ ﾄｼｺ ● ●

13002164 長谷川 秀樹 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾃﾞｷ 長谷川 和子 ﾊｾｶﾞﾜ ｶｽﾞｺ ● ●

13002185 佐久間 利和 ｻｸﾏ ﾄｼｶｽﾞ 佐久間 恵子 ｻｸﾏ ｹｲｺ ● ●

13002189 石井 克侑 ｲｼｲ ｶﾂﾕｷ 浦田 克枝 ｳﾗﾀ ｶﾂｴ ● ●

13002237 関 俊夫 ｾｷ ﾄｼｵ 鈴木 省子 ｽｽﾞｷ ｾｲｺ ●

13002273 辻 省吾 ﾂｼﾞ ｼｮｳｺﾞ 倉品 俊子 ｸﾗｼﾅ ﾄｼｺ ● ●

13002497 田玉 仁 ﾀﾀﾞﾏ ﾋﾄｼ 田玉 公子 ﾀﾀﾞﾏ ｷﾐｺ ●

13002516 太田 孝 ｵｵﾀ ﾀｶｼ 杉村 登美子 ｽｷﾞﾑﾗ ﾄﾐｺ ●

13002606 阿部 弘 ｱﾍﾞ ﾋﾛｼ 大吉 孝子 ｵｵﾖｼ ﾀｶｺ ●

13002653 加藤 実 ｶﾄｳ ﾐﾉﾙ 加藤 霞 ｶﾄｳ ｶｽﾐ ● ●

13002654 石塚 文夫 ｲｼﾂﾞｶ ﾌﾐｵ 富田 邦子 ﾄﾐﾀ ｸﾆｺ ●



B-45月26日　場所：イコス上尾

ＪＣＦ･アマチュア･ボールルーム競技会
登録番号 リーダー氏名 フリガナ パートナー氏名 フリガナ 関東 A級シニア65 A級シニア55 B級 B級シニア65 B級シニア55 C級 Ｃ級シニア55 D級 E級

13002784 岡田 晶己 ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾐ 岡田 眞利子 ｵｶﾀﾞ ﾏﾘｺ ●

13002794 北原 啓一 ｷﾀﾊﾗ ｹｲｲﾁ 北原 美佐恵 ｷﾀﾊﾗ ﾐｻｴ ● ●

13002825 工藤 徹 ｸﾄﾞｳ ﾄｵﾙ 千田 裕子 ﾁﾀﾞ ﾋﾛｺ ●

13002830 中村 晴弘 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙﾋﾛ 小西 晴子 ｺﾆｼ ﾊﾙｺ ●

13002842 和田 直也 ﾜﾀﾞ ﾅｵﾔ 和田 香織 ﾜﾀﾞ ｶｵﾘ ● ●

13002897 萩原 俊二 ﾊｷﾞﾜﾗ ｼｭﾝｼﾞ 萩原 陽子 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾖｳｺ ●

13003021 永井 純三 ﾅｶﾞｲ ｼﾞｭﾝｿﾞｳ 永井 美智子 ﾅｶﾞｲ ﾐﾁｺ ●

13003029 木暮 高志 ｺｸﾞﾚ ﾀｶｼ 木暮 章子 ｺｸﾞﾚ ｱｷｺ ● ●

13003053 亀井 健二 ｶﾒｲ ｹﾝｼﾞ 末武 美鈴 ｽｴﾀｹ ﾐｽｽﾞ ●

13003096 堀部 健 ﾎﾘﾍﾞ ﾀｹｼ 堀部 久子 ﾎﾘﾍﾞ ﾋｻｺ ● ●

13003108 佐藤 紀弘 ｻﾄｳ ﾉﾘﾋﾛ 多田 きめ子 ﾀﾀﾞ ｷﾒｺ ● ● ●

13003109 吉田 篤正 ﾖｼﾀﾞ ｱﾂﾏｻ 吉田 晃子 ﾖｼﾀﾞ ﾃﾙｺ ● ●

13003134 菊池 正 ｷｸﾁ ﾀﾀﾞｼ 平野 尚子 ﾋﾗﾉ　ﾅｵコ ● ●

13003139 鹿島 和彦 ｶｼﾞﾏ ｶｽﾞﾋｺ 由野 裕子 ﾖｼﾉ ﾋﾛｺ ● ●

13003145 西 幸作 ﾆｼ ｺｳｻｸ 田上 ユミ　 ﾀﾉｳｴ ﾕﾐ ●

13003170 阪口 拓三郎 ｻｶｸﾞﾁ ﾀｸｻﾌﾞﾛｳ 大竹 紀子 ｵｵﾀｹ ﾉﾘｺ ● ●

13003179 遠藤 正道 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾐﾁ 川口 二枝 ｶﾜｸﾞﾁ ﾌﾀｴ ●

13003253 岩丸 一郎 ｲﾜﾏﾙ ｲﾁﾛｳ 相川 邦子 ｱｲｶﾜ ｸﾆｺ ●

13003254 牧田 恵一 ﾏｷﾀ ｹｲｲﾁ 所 澄子 ﾄｺﾛ ｽﾐｺ ● ● ●

13003284 青山 匠 ｱｵﾔﾏ ﾀｸﾐ 成田 紀子 ﾅﾘﾀ ﾉﾘｺ ● ● ●



B-55月26日　場所：イコス上尾

ＪＣＦ･アマチュア･ボールルーム競技会
登録番号 リーダー氏名 フリガナ パートナー氏名 フリガナ 関東 A級シニア65 A級シニア55 B級 B級シニア65 B級シニア55 C級 Ｃ級シニア55 D級 E級

13003316 太田 重人 ｵｵﾀ ｼｹﾞﾄ 土屋 礼子 ﾂﾁﾔ ﾚｲｺ ● ●

13003357 中村 賀保 ﾅｶﾑﾗ ｼｹﾞﾔｽ 浜田 加津代 ﾊﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾖ ● ●

13003385 岡田 文雄 ｵｶﾀﾞ ﾌﾐｵ 横内 由紀江 ﾖｺｳﾁ ﾕｷｴ ● ●

13003386 小林 暉男 ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾙｵ 小黒 敬子 ｵｸﾞﾛ ｹｲｺ ● ●

13003402 小杉山 博信 ｺｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾛﾉﾌﾞ 觸澤 美智代 ﾌﾚｻﾜ ﾐﾁﾖ ● ● ●

13003460 平田 幸三 ﾋﾗﾀ ｺｳｿﾞｳ 西川 美智子 ﾆｼｶﾜ ﾐﾁｺ ● ●

13003462 山鹿 勇 ﾔﾏｶﾞ ｲｻﾑ 染野 安子 ｿﾒﾉ ﾔｽｺ ● ●

13003513 川島 秀明 ｶﾜｼﾏ ﾋﾃﾞｱｷ 川島 美紀 ｶﾜｼﾏ ﾐｷ ●

13003530 髙橋 慶二 ﾀｶﾊｼ ｹｲｼﾞ 波多野 ゆき枝 ﾊﾀﾉ ﾕｷｴ ●

13003548 鈴木 善和 ｽｽﾞｷ ﾖｼｶｽﾞ 加藤　美枝子 ｶﾄｳ ﾐｴｺ ●

13003556 今関 美光 ｲﾏｾﾞｷ ﾖｼﾃﾙ 今関 まり子 ｲﾏｾﾞｷ ﾏﾘｺ ●

13003564 山崎 昇義 ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷﾖｼ 関口 孝子 ｾｷｸﾞﾁ ﾀｶｺ ● ● ●

13003597 川又 泰 ｶﾜﾏﾀ ﾔｽｼ 川又 幸子 ｶﾜﾏﾀ ｻﾁｺ ●

13003609 福岡 周一郎 ﾌｸｵｶ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 相場 節子 ｱｲﾊﾞ ｾﾂｺ ● ●

13003613 行木 徹 ﾕｳｷ ﾄｵﾙ 行木 義子 ﾕｳｷ ﾖｼｺ ●

13003635 川島 秀敏 ｶﾜｼﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ 川島 恵子 ｶﾜｼﾏ ｹｲｺ ●

13003640 武内 義雄 ﾀｹｳﾁ ﾖｼｵ 吉田 ひさ子 ﾖｼﾀﾞ ﾋｻｺ ●

13003649 重永 俊彦 ｼｹﾞﾅｶﾞ ﾄｼﾋｺ 重永 邦子 ｼｹﾞﾅｶﾞ ｸﾆｺ ● ●

13003664 齊藤 登美生 ｻｲﾄｳ ﾄﾐｵ 中田 幸子 ﾅｶﾀ ｻﾁｺ ●

13003684 分部 綱男 ﾜｹﾍﾞ ﾂﾅｵ 大崎 智子 ｵｵｻｷ ﾄﾓｺ ●



B-65月26日　場所：イコス上尾

ＪＣＦ･アマチュア･ボールルーム競技会
登録番号 リーダー氏名 フリガナ パートナー氏名 フリガナ 関東 A級シニア65 A級シニア55 B級 B級シニア65 B級シニア55 C級 Ｃ級シニア55 D級 E級

13003746 藤田 幹郎 ﾌｼﾞﾀ　ﾐｷｵ 藤田 久子 ﾌｼﾞﾀ ﾋｻｺ ● ●

13003752 遊馬 健一 ｱｽﾏ ｹﾝｲﾁ 小平 節子 ｺﾀﾞｲﾗ ｾﾂｺ ● ●

13003753 明田川 幸治 ｱｹﾀｶﾞﾜ ｺｳｼﾞ 正木 恭子 ﾏｻｷ ｷｮｳｺ ● ●

13003757 渡邉 寛治 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾝｼﾞ 渡邉 友子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｺ ●

13003760 玉川 公一 ﾀﾏｶﾞﾜ ｺｳｲﾁ 髙田 詳恵 ﾀｶﾀﾞ ﾖｼｴ ● ●

13003773 新井 奨平 ｱﾗｲ ｼｮｳﾍｲ 穂高 早紀 ﾎﾀｶ ｻｷ ●

13003779 長井 壽満 ﾅｶﾞｲ ﾄｼﾐﾂ 保志 里子 ﾎｼ ｻﾄｺ ● ●

13003782 吉澤 幸男 ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｷｵ 安斎 敏子 ｱﾝｻﾞｲ ﾄｼｺ ●

13003793 菅原 康夫 ｽｶﾞﾜﾗ ﾔｽｵ 柴山 登志子 ｼﾊﾞﾔﾏ ﾄｼｺ ●

13003822 堀井 正和 ﾎﾘｲ ﾏｻｶｽﾞ 渡邉　冷子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｲｺ ● ● ●

13003824 永浜 英一郎 ﾅｶﾞﾊﾏ ｴｲｲﾁﾛｳ 青山 千佳 ｱｵﾔﾏ ﾁｶ ● ●

13003827 下岡 ヘンリー ｼﾓｵｶ ﾍﾝﾘｰ 安藤 友里恵 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕﾘｴ ●

13007001 佐藤 弘美 ｻﾄｳ ﾋﾛﾐ 安達 玲子 ｱﾀﾞﾁ ﾚｲｺ ●

19000003 中村 義一 ﾅｶﾑﾗ ｷﾞｲﾁ 堺井 邦代 ｻｶｲ ｸﾆﾖ ●
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13003564 山崎 昇義 ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷﾖｼ 関口 孝子 ｾｷｸﾞﾁ ﾀｶｺ ● ●

13003613 行木 徹 ﾕｳｷ ﾄｵﾙ 行木 義子 ﾕｳｷ ﾖｼｺ ●

13003053 亀井 健二 ｶﾒｲ ｹﾝｼﾞ 末武 美鈴 ｽｴﾀｹ ﾐｽｽﾞ ●

13001157 岩崎 勇一 ｲﾜｻｷ ﾕｳｲﾁ 中山 富子 ﾅｶﾔﾏ ﾄﾐｺ ●

13003597 川又 泰 ｶﾜﾏﾀ ﾔｽｼ 川又 幸子 ｶﾜﾏﾀ ｻﾁｺ ●

13003664 齊藤 登美生 ｻｲﾄｳ ﾄﾐｵ 中田 幸子 ﾅｶﾀ ｻﾁｺ ●

13000011 八木原 猛 ﾔｷﾞﾊﾗ ﾀｹｼ 八木原 みえ子 ﾔｷﾞﾊﾗ ﾐｴｺ ●

13002273 辻 省吾 ﾂｼﾞ ｼｮｳｺﾞ 倉品 俊子 ｸﾗｼﾅ ﾄｼｺ ●

13003284 青山 匠 ｱｵﾔﾏ ﾀｸﾐ 成田 紀子 ﾅﾘﾀ ﾉﾘｺ ●

13002654 石塚 文夫 ｲｼﾂﾞｶ ﾌﾐｵ 富田 邦子 ﾄﾐﾀ ｸﾆｺ ●

13003011 佐久間 美津男 ｻｸﾏ ﾐﾂｵ 佐久間 寿美恵 ｻｸﾏ ｽﾐｴ ●

13000412 清水 淳 ｼﾐｽﾞ ｼﾞｭﾝ 清水 日奈子 ｼﾐｽﾞ ﾋﾅｺ ●

13001019 前田 信春 ﾏｴﾀﾞ ﾉﾌﾞﾊﾙ 松本 弓子 ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾐｺ ●

13002825 工藤 徹 ｸﾄﾞｳ ﾄｵﾙ 千田 裕子 ﾁﾀﾞ ﾋﾛｺ ●
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13003760 玉川 公一 ﾀﾏｶﾞﾜ ｺｳｲﾁ 髙田 詳恵 ﾀｶﾀﾞ ﾖｼｴ ●

13003253 岩丸 一郎 ｲﾜﾏﾙ ｲﾁﾛｳ 相川 邦子 ｱｲｶﾜ ｸﾆｺ ●

13003156 浅沼 香 ｱｻﾇﾏ ｶｵﾙ 徳永 幸子 ﾄｸﾅｶﾞ ｻﾁｺ ●

13000487 角田 富重 ﾂﾉﾀﾞ ﾄﾐｼｹﾞ 竹内 啓子 ﾀｹｳﾁ ｹｲｺ ● ●

13000634 山口 明 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾗ 広瀬 小枝子 ﾋﾛｾ ｻｴｺ ● ●

13000990 小島 政廣 ｺｼﾞﾏ ﾏｻﾋﾛ 臼井 登美江 ｳｽｲ ﾄﾐｴ ●

13002582 駒﨑 俊司 ｺﾏｻﾞｷ ﾄｼｼﾞ 山口 雪恵 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｷｴ ●

13003827 下岡 ヘンリー ｼﾓｵｶ ﾍﾝﾘｰ 安藤 友里恵 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕﾘｴ ●

13000176 岩端 誠士 ｲﾜﾊﾀ ｻﾄｼ 伊藤 裕美 ｲﾄｳ ﾕﾐ ●

13003684 分部 綱男 ﾜｹﾍﾞ ﾂﾅｵ 大崎 智子 ｵｵｻｷ ﾄﾓｺ ●

13003649 重永 俊彦 ｼｹﾞﾅｶﾞ ﾄｼﾋｺ 重永 邦子 ｼｹﾞﾅｶﾞ ｸﾆｺ ●

13003460 平田 幸三 ﾋﾗﾀ ｺｳｿﾞｳ 西川 美智子 ﾆｼｶﾜ ﾐﾁｺ ●

13003513 川島 秀明 ｶﾜｼﾏ ﾋﾃﾞｱｷ 川島 美紀 ｶﾜｼﾏ ﾐｷ ●

13003794 佐藤 洋平 ｻﾄｳ ﾖｳﾍｲ 佐藤 未沙子 ｻﾄｳ ﾐｻｺ ●
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19000031 倉岡 貴之 ｸﾗｵｶ ﾀｶﾕｷ 白石 志緒 ｼﾗｲｼ ｼｵﾘ ●

13000509 内村 弘己 ｳﾁﾑﾗ ﾋﾛﾐ 内村 貴美子 ｳﾁﾑﾗ ｷﾐｺ ●

13002784 岡田 晶己 ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾐ 岡田 眞利子 ｵｶﾀﾞ ﾏﾘｺ ●

13002897 萩原 俊二 ﾊｷﾞﾜﾗ ｼｭﾝｼﾞ 萩原 陽子 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾖｳｺ ●

13000010 藤江 貞治 ﾌｼﾞｴ ﾃｲｼﾞ 藤江 加代子 ﾌｼﾞｴ ｶﾖｺ ●

13003357 中村 賀保 ﾅｶﾑﾗ ｼｹﾞﾔｽ 浜田 加津代 ﾊﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾖ ●

13001452 田元 秋信 ﾀﾓﾄ ｱｷﾉﾌﾞ 田元 とよ子 ﾀﾓﾄ ﾄﾖｺ ●

13003824 永浜 英一郎 ﾅｶﾞﾊﾏ ｴｲｲﾁﾛｳ 青山 千佳 ｱｵﾔﾏ ﾁｶ ● ●

13002653 加藤 実 ｶﾄｳ ﾐﾉﾙ 加藤 霞 ｶﾄｳ ｶｽﾐ ●

13001591 倉智 司 ｸﾗﾁ ﾂｶｻ 倉智 みどり ｸﾗﾁ ﾐﾄﾞﾘ ●


