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池原 知明 嘉数 美香 サンフラ,― ズ∝

2 上原 靖 仲宗根 良子 サン,,ウ ーズ∝

3 平 良 栄彦 平良 素子 モモ′ヽラ米子ダンスサークル

4 小田 周ニ 小日 房江 大級府

5 山入端 剛 崎原 ゆかり ==′
ラヽ米子ダンス十一クル

6 山内 重憲 山内 秀美

7 平沢 一夫 平沢 息子 五嗅彙

8 Lヒ 嘉 勤 平良 秋子

9 長若 栄吉 前田 睦子

10 岡田 明義 岡田 祐子

ll 中谷 宏 中谷 美千子 長躊颯

12 金城 勝三 金良 美幸 レォン・エリダンススクール

13 西村 雅英 西村 幸子 兵鷹県

14 吉川 寿一 一瀬 京子 滋贅県

15 島袋 昌也 宜保 恵美子 ダンススポーツサークルみやらび

16 秋山 新一 構 宏子 袢奈 ||1囃

:7 比嘉 憲乙 津嘉山 カロ代子

18 向山 辰夫 向山 ちほ 東京苺

19 比嘉 晃 新垣 奈々子 アカミネダンスサークル

20 中村 清孟 奥原 園子 フアンタツーダンスサークル

21 屋良 裕康 富川 美代子

22 新垣 康秀 平安座 由美 サンフラワース` C

23 根路銘 安義 山城 充子 ,a 1 7urA7{'-)

24 新メ|1 雅秀 知名 元美 アカミλダンスサークル

25 儀間 岡」 大城 須枝子 A・ Kダ ンスインターナショナル

26 屋慶名 清 具榮暮 まり子 北谷ダンススポーツ同埓金

27 渡久地 博 玉那覇 ゆかり Cn,"21ダンスサークル

28 名嘉真 朝久 山本 民江

29 安自 信行 古波津 千賀子

30 大島 淳 千葉 真由美 A・ Kダ ンスインターナショナル

31 前原 一え 目島 今子 ダンススボーツサータルワハハ

32 仲地 祐三 仲地 美也子 熙屋 ダンスス クール

33 棚田 敏夫 岡村 暮代美 モモハラ米子ダンスサークル

34 山下 龍一 宜野座 陽子 照屋 ダンスス クール

35 知塔 均 本永 美智子 東」インススクー,●

36 崎浜 秀政 金城 啓子 ダンススポーツサークル,ハ′ヽ

37 林 伸男 林 民子 崚阜県

38 増本 尚文 里崎 己信 神奈
"1県

39 東 俊一 東 早苗 京,"

40 金沢 幸男 金沢 息子
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出  場  者  名  簿

背

番

号

リーダー /f-l.f*
12 :4 15 16 :9
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ヽ
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41 興那覇 二人 古堅 さよ子 m」 oソ 2,ダンスサークル

42 伊藤 直樹 伊藤 千津子 神奈川菫

43 島袋 久二男 玉那覇 正子 ダンスサークルドリーム

44 井上 茂亀 崎原 ミツ子 Enioyzlf>7r-?tt

45 比轟 定春 安里 豊子

46 屋比久 孟儀 屋比久 綾子 ダンススイーツ綺壇

47 田中 克典 小山 美香子 東京都

48 森 LL 紹吉 森山 ひろ子 A・ Кダンスインターナショナル

49 福馬 智生 泉名 咲璃 東京ち

50 兼松 ノヽ朗 兼松 多嘉子 表工I

51 安澤 武彦 掘 慶子 東京露

52 島雷 孝則 糸数 京子 ,シ ラう0-ズ∝

53 官城 光臣 宮城 真規子 レオン・エリダンススクール

54 中西 一則 安里 麗子 レオン・エリダンススクール

55 フ
°
ンテニー  マイタル 石田 光代 レオン.エ リダンススクール

56 仔野波 盛芳 渡邊 千加代 レオン・エリダンススクール

57 小笠原 孝志 喜久山 美奈子 tt^,米テグシス,― タル

58 藤村 誠紘 斎藤 貴美絵 岩手栞

59 小沢 太 小沢 栄子 着手県

60 伊藤 惧悟 高橋 由美子 着手 県

61 三俣 伸夫 高橋 由美子 岩手県

62 伊藤 惧悟 二俣 弥寿子 岩手彙

63 銘苅 隆一 岡野 和子

64 境 康太郎 浅野 楓 A‐ メダンスインターナショナル

65 足立 陽貴 足立 ヽ優 京響●

66 小林 達男 宇都官 奈未 照雇グ /ス ス クール

67 安里 和浩 与座 君江 フカミネダンスサークル

68 岩本 豊 営間 美波 7カ ミネダンス
'―

クル

69 山本 秀夫 山本 恵美子 出●県

70 沼田 充 沼口 ときえ 東京都

71 江良 和徳 江良 安津子 広 島県

72 安座間 盛秋 安座間 美代子 ダンスサークルドリーム

73 宮里 功盛 松田 洋子
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