
プロ登録選手(県連別) 現在2023年5月26日

登録番号 選 手 名 PS級 教 室 略 名　PL級 県 連 名パートナー名

寺田 由利 愛知県 アオヤギＤＳＢ吉満 正03000243

久村 祥子 愛知県Ｂ ＡＢＣダンスＢ植村 淳史03000490

小澤 恵美 愛知県 沢上ムライＢ松村 光03000508

山本 季美衣 愛知県Ｃ ツゲヨシヒロＣ山本 勲03000331

吉田 友美 愛知県Ｂ ツゲヨシヒロＣ吉田 匡臣03000520

齋藤 陽子 愛知県 ハッピーＤＫＡ都築 順也03000449

吉栁 麻美 愛知県 ハッピーＤＫＣ吉栁 一樹03000473

本多 えりこ 愛知県 ＤＳフナコシＣ岡田 学03000444

早川 ちひろ 愛知県Ａ ＤＳアッシュＡ早川 元規03000417

舩谷 美帆 愛知県Ａ ＤＳアッシュＡ高島 広海03000488

高橋 智絵 愛知県Ａ ソワールＢ佐々木 紳二03000287

大塚 まい 愛知県 ソワールＡ大塚 裕倫03000332

小田　佳子 愛知県 ソワールＢ宮越　巧03000352

坪田 薫 愛知県 ソワールＣ加藤 典之03000374

浅野 幸枝 愛知県 ソワールＣ浅野 正幹03000413

伊藤 明香里 愛知県 ソワールＡ伊藤 和哉03000427

伊藤 友紀 愛知県Ａ ソワールＡ伊藤 暢康03000503

小川 佳苗 愛知県Ａ ソワールＡ齋藤 健斗03000510

伊熊 詩織 愛知県Ａ ソワールＡ松下 学03000527

渡辺 実加 愛知県 トゥービーB渡辺 智晴03000356

寺西 祐希 愛知県Ｃ EGAWAＡ二宮 政弥03000524

浜野 智子 愛知県 HamanoＡ浜野 義広03000305

海原マリーナ 愛知県Ａ ALBAＡ松浦 真吾03000316

宮地 沙織 愛知県 ミヤチDSTＡ宮地 翔也03000530

石橋 あやか 愛知県Ｂ E&EＡ石橋 龍馬03000522

後藤 みえ 愛知県Ｃ 早川ＤＳＣ早川  正次03000313

長尾 眞理子 愛知県 イノウエＣ井上 泰伸03000501

三浦 真紀子 愛知県Ｂ マイムＤＳＢ三浦 篤男03000119

出村谷 泉美 愛知県 ロマンＤＳＢ出村谷 宜広03000391

山田 奈央子 愛知県Ａ イケダＤＳＢ鬼頭 孝幸03000403

田中 みち子 愛知県Ｂ イケダＤＳＣ北河 龍也03000471

岩瀬 麻衣子 愛知県Ａ アオヤマＤＡＡ青山 智之03000517

山田 佳奈 愛知県Ａ Ｋ DanceＡ黒野  朝洋03000372

加藤 佳代子 愛知県 カトレアＤＫＣ井上 俊明03000369

馬場 美貴子 愛知県 DSp豊橋Ａ生田 和也03000381

荻野 侑子 愛知県Ｃ ligare荻野　功太郎03000529
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伊藤 博子 愛知県Ｂ 近藤ＤＫＡ前田 昌成03000455

安東 ニシャ 愛知県Ａ 田川ＤＳＢ田川 貴一03000515

丸野 詩織 愛知県Ａ ＤＳＴ常滑Ａ澤井 優也03000513

池田 有妃 愛知県 山本かおるＡ山本 章絡03000330

鈴木 麻里 愛知県Ｂ 山本かおるＡ河合 秀近03000461

野々田 弥生 岐阜県 アキタトシオＣ野々田 有三03000394

髙橋 あゆみ 岐阜県 アキタトシオＡ鈴木 悠平03000505

谷口 ひとみ 岐阜県 谷口ＤＳＣ谷口 雅士03000255

平手 麻希 岐阜県 ワタナベＤＣＤ平手 涼03000415

吉田 早織 岐阜県 宮嶋SDSＢ宮嶋 隆夫03000424

仲澤 弘子 静岡県 ササハラＤＣＣ笹原 貞之03000447

稲原 園子 静岡県Ｃ イナハラＤＳＣ稲原 孝一03000045

内山 里恵 静岡県 Ｈ＆ＲＡ内山 裕隆03000494

林 麻里 静岡県Ａ フォレスタＡ林 隆文03000320

永田 智恵子 静岡県Ｃ 大石ＤＳＣ永田 文雄03000169

徳永 かの子 静岡県 大石ＤＳＤ徳本 光司03000236

牧野 玉江 静岡県Ｃ 大石ＤＳＣ古川 浩司03000456

深見 ちひろ 静岡県Ａ 大石ＤＳＢ八木 裕03000457

田島 康恵 静岡県 大石ＤＳＢ北村 篤信03000507

上田 千佳 静岡県Ａ 上田DSＡ上田 信夫03000350

長野 晴美 静岡県Ｃ ツチヤＤＳＣ藤井 利彰03000362

阿部 三千代 静岡県Ｂ 鈴木ＤＳＢ鈴木 隆士03000525

林 佳奈 静岡県Ｄ ＤＳハヤシＡ大澤 隆一03000528

野中 麻衣 静岡県Ａ 野中ＤＳＢ野中 政宏03000512

鈴木 富士子 静岡県 ＤＳわきみずＣ五加 まさる03000155

小澤 久美子 静岡県Ｂ 山本ＤＫＡ山本 雅也03000523

大石 雅古 静岡県 浜松ＤＳＣ大石 昇03000111

久保田冨記子 静岡県 ＤＡクボタＤ久保田 博章03000477

辻  ひとみ 福井県Ａ 松宮ＤＳＴＡ松宮  真令03000259

苅谷 さつき 福井県Ｂ 明宝ＤＳＢ山田 裕治03000467

吉澤 奈津恵 福井県Ａ DW２９１Ａ吉澤 直哉03000519

市村 有里 石川県Ａ イチムラB市村 幸一03000387

弘中 佳麻里 石川県Ａ HDCＢ弘中　航03000482

松田 まゆこ 石川県Ｂ DS金沢Ｂ松田 浩一03000496

沖谷 由美子 富山県 高岡ＤＳＴＣ広野 長憲03000409

廣瀬ｱﾘｮｰﾅ 富山県Ａ 高岡ＤＳＴＢ高田 英明03000498

谷村　圭子 富山県Ｂ 東爪ＤＳＢ谷村 正人03000422

清沢 綾 富山県Ａ 富山ロイヤルＡ清沢 文午03000518
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