
B-1１月1３日　場所：都立産業貿易センター　台東館５Ｆ

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 都道府県 級 A級シニア Ａ級ダイヤ B級 C級 D級

19000001 生方 道明 ｳﾌﾞｶﾀ ﾐﾁｱｷ 水野 都 ﾐｽﾞﾉ ﾐﾔｺ 東京都 ●

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 神奈川県 A ●

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

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

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

13000041 柳田 貢正 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾐﾂﾏｻ 平川 ひとみ ﾋﾗｶﾜ ﾋﾄﾐ 東京都 A ●

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

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 東京都 B ●

13000088 丸山 昭夫 ﾏﾙﾔﾏ ｱｷｵ 武田 知子 ﾀｹﾀﾞ ﾄﾓｺ 東京都 B ● ●

13000095 藤崎 正夫 ﾌｼﾞｻｷ ﾏｻｵ 干場 理英 ﾎｼﾊﾞ ﾘｴ 千葉県 A ● ●

13000127 井上 一明 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞｱｷ 金谷 美津江 ｶﾅﾔ ﾐﾂｴ 神奈川県 A ●

13000142 安西 章司 ｱﾝｻﾞｲ ｼｮｳｼﾞ 笹野 いずみ ｻｻﾉ ｲｽﾞﾐ 神奈川県 A ● ●

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

13000329 小髙 博 ｺﾀｶ ﾋﾛｼ 小髙 知恵子 ｺﾀｶ ﾁｴｺ 神奈川県 A ●

13000381 谷川 利雄 ﾀﾆｶﾜ ﾄｼｵ 谷川 昌子 ﾀﾆｶﾜ ﾏｻｺ 神奈川県 C ●

13000393 近藤 勝寿 ｺﾝﾄﾞｳ ｶﾂﾋｻ 近藤 春代 ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾖ 東京都 A ●

13000657 渡辺 清貴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾖﾀｶ 和田 明子 ﾜﾀﾞ ｱｷｺ 東京都 A ●

13000666 柏木 敏夫 ｶｼﾜｷﾞ ﾄｼｵ 柏木 孝子 ｶｼﾜｷﾞ ﾀｶｺ 東京都 B ●

13000667 米澤 文彦 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾌﾐﾋｺ 山本 久美 ﾔﾏﾓﾄ ｸﾐ 東京都 A ●

13000715 大村 隆 ｵｵﾑﾗ ﾀｶｼ 加藤 実智子 ｶﾄｳ ﾐﾁｺ 東京都 B ●

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

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

13000941 松本 達幸 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾂﾕｷ 松本 光未 ﾏﾂﾓﾄ ﾃﾙﾐ 神奈川県 A ●

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

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

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

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 埼玉県 A ●

13001138 武藤 志郎 ﾑﾄｳ ｼﾛｳ 菊田 玲子 ｷｸﾀ ﾚｲｺ 神奈川県 A ● ●

13001186 齋藤 義明 ｻｲﾄｳ ﾖｼｱｷ 青井 直美 ｱｵｲ ﾅｵﾐ 神奈川県 D ● ●

13001197 長倉 正造 ﾅｶﾞｸﾗ ｼｮｳｿﾞｳ 沖 英子 ｵｷ ｴｲｺ 埼玉県 A ● ●

13001341 瀬川 哲也 ｾｶﾞﾜ ﾃﾂﾔ 瀬川 節子 ｾｶﾞﾜ ｾﾂｺ 千葉県 A ● ●

13001439 石鍋 榮一 ｲｼﾅﾍﾞ ｴｲｲﾁ 土屋 操子 ﾂﾁﾔ ﾐｻｺ 東京都 A ●



B-2１月1３日　場所：都立産業貿易センター　台東館５Ｆ

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 都道府県 級 A級シニア Ａ級ダイヤ B級 C級 D級

13001519 栗城 孝至 ｸﾘｷ ﾀｶｼ 北野 征子 ｷﾀﾉ ｾｲｺ 東京都 B ●

13001547 村社 一夫 ﾑﾗｺｿ ｶｽﾞｵ 村社 恵子 ﾑﾗｺｿ ｹｲｺ 神奈川県 C ●

13001550 村松 洋 ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛｼ 村松 晶子 ﾑﾗﾏﾂ ｱｷｺ 埼玉県 A ●

13001645 山川 陽敏 ﾔﾏｶﾜ ﾊﾙﾄｼ 山川 由美子 ﾔﾏｶﾜ ﾕﾐｺ 東京都 C ●

13001664 木竜 重信 ｷﾘｭｳ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 安居院 徳子 ｱｸﾞｲ ﾄｸｺ 新潟県 A ●

13001805 黒須 俊六郎 ｸﾛｽ ｼｭﾝﾛｸﾛｳ 黒須 初子 ｸﾛｽ ﾊﾂｺ 埼玉県 A ● ●

13001846 樋口 清一 ﾋｸﾞﾁ ｾｲｲﾁ 長郷 ヒロミ ﾅｶﾞｻﾄ ﾋﾛﾐ 東京都 A ●

13001862 湯原 達也 ﾕﾊﾗ ﾀﾂﾔ 豊田 裕子 ﾄﾖﾀﾞ ﾕｳｺ 東京都 C ●

13002112 柴田 俊男 ｼﾊﾞﾀ ﾄｼｵ 天野 貴美子 ｱﾏﾉ ｷﾐｺ 東京都 A ● ●

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 千葉県 B ● ●

13002189 石井 克侑 ｲｼｲ ｶﾂﾕｷ 浦田 克枝 ｳﾗﾀ ｶﾂｴ 神奈川県 C ●

13002281 岡野谷 泉　 ｵｶﾉﾔ ｲｽﾞﾐ 岡野谷 洋子 ｵｶﾉﾔ ﾖｳｺ 東京都 A ● ●

13002406 中村 賢治 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 平田 章江 ﾋﾗﾀ ｱｷｴ 東京都 A ●

13002418 鈴木 国夫 ｽｽﾞｷ ｸﾆｵ 和田 栄子 ﾜﾀﾞ ｴｲｺ 神奈川県 B ●

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

13002653 加藤 実 ｶﾄｳ ﾐﾉﾙ 加藤 霞 ｶﾄｳ ｶｽﾐ 埼玉県 A ● ●

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 埼玉県 B ●

13002845 長谷川 定 ﾊｾｶﾞﾜ ｻﾀﾞﾑ 北條 留加 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾙｶ 東京都 B ●

13002846 加藤 順一 ｶﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 赤井 奈美 ｱｶｲ ﾅﾐ 千葉県 B ●

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 東京都 A ●

13002936 三橋 武弘 ﾐﾂﾊｼ ﾀｹﾋﾛ 綾部 命子 ｱﾔﾍﾞ ﾉﾌﾞｺ 埼玉県 C ●

13003002 宮内 秀幸 ﾐﾔｳﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ 宮内 久美子 ﾐﾔｳﾁ ｸﾐｺ 千葉県 A ●

13003003 大野 剛志 ｵｵﾉ ﾂﾖｼ 井出 真理 ｲﾃﾞ ﾏﾘ 神奈川県 A ● ●

13003040 山下 史雄 ﾔﾏｼﾀ ﾌﾐｵ 山下 美穂子 ﾔﾏｼﾀ ﾐﾎｺ 静岡県 A ●

13003086 板谷 裕志 ｲﾀﾔ ﾋﾛｼ 鳥居 智重子 ﾄﾘｲ ﾁｴｺ 東京都 A ●

13003118 齋藤 良夫 ｻｲﾄｳ ﾖｼｵ 守尾 佐智子 ﾓﾘｵ ｻﾁｺ 東京都 B ●

13003120 繁田 徹 ｼｹﾞﾀ ﾄｵﾙ 岩渕 由美子 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾕﾐｺ 千葉県 A ●

13003132 石坂 洋一郎
ｲｼｻﾞｶ ﾖｳｲﾁﾛ
ｳ

樋口 久美子 ﾋｸﾞﾁ ｸﾐｺ 東京都 C ●

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

13003155 伊藤 啓二 ｲﾄｳ ｹｲｼﾞ 伊藤 篤子 ｲﾄｳ　ｱﾂｺ 神奈川県 B ●

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 東京都 C ●

13003177 真田 芳行 ｻﾅﾀﾞ ﾖｼﾕｷ 吉澤 みよ子 ﾖｼｻﾞﾜ ﾐﾖｺ 千葉県 A ● ●



B-3１月1３日　場所：都立産業貿易センター　台東館５Ｆ

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 都道府県 級 A級シニア Ａ級ダイヤ B級 C級 D級

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 東京都 B ●

13003204 加藤 民彌 ｶﾄｳ ﾀﾐﾔ 齊藤 美代子 ｻｲﾄｳ ﾐﾖｺ 千葉県 C ●

13003218 横山 高光 ﾖｺﾔﾏ ﾀｶﾐﾂ 阿部 友子 ｱﾍﾞ ﾄﾓｺ 千葉県 B ● ●

13003263 関口 裕之 ｾｷｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ 関口 美也子 ｾｷｸﾞﾁ ﾐﾔｺ 神奈川県 B ●

13003267 加賀美 利夫 ｶｶﾞﾐ ﾄｼｵ 竹原 恵理子 ﾀｹﾊﾗ ｴﾘｺ 東京都 A ●

13003275 飯島 昭芳 ｲｲｼﾞﾏ ｱｷﾖｼ 飯島 由美子 ｲｲｼﾞﾏ ﾕﾐｺ 東京都 A ●

13003312 長谷川 政 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻｼ 長谷川 みち子 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾁｺ 千葉県 D ● ●

13003327 杉戸 一雅 ｽｷﾞﾄ ｶｽﾞﾉﾘ 浅井 恵美 ｱｻｲ ﾒｸﾞﾐ 東京都 A ● ●

13003356 安藤 真広 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾋﾛ 坪井 玲子 ﾂﾎﾞｲ ﾚｲｺ 千葉県 C ●

13003366 萩 聡 ﾊｷﾞ ｻﾄｼ 石山 マヤ ｲｼﾔﾏ ﾏﾔ 千葉県 A ●

13003374 岸田 修 ｷｼﾀﾞ ｵｻﾑ 原口 和子 ﾊﾗｸﾞﾁ ｶｽﾞｺ 千葉県 B ●

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

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 千葉県 C ●

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 神奈川県 A ● ●

13003473 村松 しげお ﾑﾗﾏﾂ ｼｹﾞｵ 村松 知子 ﾑﾗﾏﾂ ﾄﾓｺ 神奈川県 C ●

13003501 小林 正男 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｵ 柿本 和子 ｶｷﾓﾄ ｶｽﾞｺ 茨城県 D ●

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 埼玉県 B ●

13003550 吉田 祐也 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾔ 美田 輝美 ﾐﾀ ﾃﾙﾐ 神奈川県 A ●

13003557 田中 英明 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｱｷ 山下 容子 ﾔﾏｼﾀ ﾖｳｺ 埼玉県 B ●

13003570 小林 義典 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾉﾘ 荒 美幸 ｱﾗ ﾐﾕｷ 東京都 D ●

13003594 佐野 守 ｻﾉ ﾏﾓﾙ 宮崎 洋子 ﾐﾔｻﾞｷ ﾖｳｺ 東京都 A ●

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

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 東京都 B ●

13003613 行木 徹 ﾕｳｷ ﾄｵﾙ 行木 義子 ﾕｳｷ ﾖｼｺ 千葉県 B ●

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 千葉県 B ●

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

13003714 山田 雅仁 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾄ 大川 わかな ｵｵｶﾜ ﾜｶﾅ 静岡県 A ●

13003733 西村 昭宣 ﾆｼﾑﾗ ｱｷﾉﾌﾞ 渡邊 理恵 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｴ 神奈川県 B ●

13003736 佐原 三夫 ｻﾊﾗ ﾐﾂｵ 佐原 光江 ｻﾊﾗ ﾐﾂｴ 千葉県 B ●

13003738 新田見 幸治郎 ｼﾝﾀﾐ ｺｳｼﾞﾛｳ 森 貞子 ﾓﾘ ｻﾀﾞｺ 東京都 A ●

13003739 伊達 広一 ﾀﾞﾃ ﾋﾛｶｽﾞ 日比谷 光子 ﾋﾋﾞﾔ ﾐﾂｺ 神奈川県 A ●

13003746 藤田 幹郎 ﾌｼﾞﾀ　ﾐｷｵ 藤田 久子 ﾌｼﾞﾀ ﾋｻｺ 神奈川県 B ●



B-4１月1３日　場所：都立産業貿易センター　台東館５Ｆ

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 都道府県 級 A級シニア Ａ級ダイヤ B級 C級 D級

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

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

13003774 石山 誠 ｲｼﾔﾏ ﾏｺﾄ 石山 直子 ｲｼﾔﾏ ﾅｵｺ 千葉県 A ●

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

13003799 大沢 邦肇 ｵｵｻﾜ ｸﾆﾄｼ 廣田 豊子 ﾋﾛﾀ ﾄﾖｺ 神奈川県 C ●

13003800 斉藤 一 ｻｲﾄｳ ﾊｼﾞﾒ 中桐 こと美 ﾅｶｷﾞﾘ ｺﾄﾐ D ●

13003801 木村 圭 ｷﾑﾗ ｹｲ 林 真美 ﾊﾔｼ ﾏﾐ 千葉県 B ●

13003807 井口 恵進 ｲｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾌﾞ 長谷川 恵 ﾊｾｶﾞﾜ ﾒｸﾞﾐ 東京都 B ●



L-5１月1３日　場所：都立産業貿易センター　台東館５Ｆ

ＪＣＦ･アマチュア･ラテン競技会
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 都道府県 級 東部日本 B級 C級 D級

19000001 生方 道明 ｳﾌﾞｶﾀ ﾐﾁｱｷ 水野 都 ﾐｽﾞﾉ ﾐﾔｺ 東京都 ● ●

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 神奈川県 B ●

13000127 井上 一明 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞｱｷ 金谷 美津江 ｶﾅﾔ ﾐﾂｴ 神奈川県 A ●

13000667 米澤 文彦 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾌﾐﾋｺ 山本 久美 ﾔﾏﾓﾄ ｸﾐ 東京都 C ●

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

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 埼玉県 B ●

13001197 長倉 正造 ﾅｶﾞｸﾗ ｼｮｳｿﾞｳ 沖 英子 ｵｷ ｴｲｺ 埼玉県 A ●

13001547 村社 一夫 ﾑﾗｺｿ ｶｽﾞｵ 村社 恵子 ﾑﾗｺｿ ｹｲｺ 神奈川県 B ●

13001664 木竜 重信 ｷﾘｭｳ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 安居院 徳子 ｱｸﾞｲ ﾄｸｺ 新潟県 D ●

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 東京都 C ●

13003086 板谷 裕志 ｲﾀﾔ ﾋﾛｼ 鳥居 智重子 ﾄﾘｲ ﾁｴｺ 東京都 C ●

13003118 齋藤 良夫 ｻｲﾄｳ ﾖｼｵ 守尾 佐智子 ﾓﾘｵ ｻﾁｺ 東京都 A ●

13003120 繁田 徹 ｼｹﾞﾀ ﾄｵﾙ 岩渕 由美子 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾕﾐｺ 千葉県 A ●



L-6１月1３日　場所：都立産業貿易センター　台東館５Ｆ

ＪＣＦ･アマチュア･ラテン競技会
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 都道府県 級 東部日本 B級 C級 D級

13003155 伊藤 啓二 ｲﾄｳ ｹｲｼﾞ 伊藤 篤子 ｲﾄｳ　ｱﾂｺ 神奈川県 C ●

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

13003267 加賀美 利夫 ｶｶﾞﾐ ﾄｼｵ 竹原 恵理子 ﾀｹﾊﾗ ｴﾘｺ 東京都 A ●

13003366 萩 聡 ﾊｷﾞ ｻﾄｼ 石山 マヤ ｲｼﾔﾏ ﾏﾔ 千葉県 B ●

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

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

13003613 行木 徹 ﾕｳｷ ﾄｵﾙ 行木 義子 ﾕｳｷ ﾖｼｺ 千葉県 B ●

13003733 西村 昭宣 ﾆｼﾑﾗ ｱｷﾉﾌﾞ 渡邊 理恵 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｴ 神奈川県 C ●

13003774 石山 誠 ｲｼﾔﾏ ﾏｺﾄ 石山 直子 ｲｼﾔﾏ ﾅｵｺ 千葉県 A ●

13003799 大沢 邦肇 ｵｵｻﾜ ｸﾆﾄｼ 廣田 豊子 ﾋﾛﾀ ﾄﾖｺ 神奈川県 C ●

13003814 龍見 幸一 ﾀﾂﾐ ｺｳｲﾁ 渋川 理恵 ｼﾌﾞｶﾜ ﾘｴ 東京都 D ●

13003821 横田 信之 ﾖｺﾀ ﾉﾌﾞﾕｷ 吉田 治代 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙﾖ 神奈川県 N ● ●


