
AB級ダンス競技会【シニア】スタンダード　F ３８組
登録番号 級 リーダー氏名 ﾊﾟーﾄﾅー氏名 所属 所属教室

0132 Ａ 篠田 勉 篠田　雅美 富山県 水野ダンス
0219 Ａ 水口  豊 山野  めぐみ 石川県 関ダンス
0550 Ａ 鈴木 敏正 松浦　清子 静岡県 大石ＤＳ
0627 Ａ 勝 正弘 勝  靖子 無所属 無所属
0747 Ｂ 萩野  清文 大城  節子 富山県 水野ダンス
0791 Ｂ 鳥居　秀明 鳥居　ひろみ 無所属 無所属
0930 Ａ 笹木  憲一 真井　芳子 石川県 今泉ダンス
1098 Ｂ 前田  秀明 前田  輝代 三重県 コクボＤＳ
1117 Ａ 倉内  隆 大島　すみゑ 岐阜県 アキタトシオＤＳ
1158 Ｂ 鈴木  利幸 美和　とみ子 静岡県 ナグラＤＳＴ
1336 Ｂ 杉山 久八 渥美  厚子 三重県 ヒサムラ津
1349 Ｂ 中東 秀夫 中東  真知子 三重県 ヒサムラ津
1498 Ｂ 西野  龍男 西野  美恵子 愛知県 ﾌｸｲｹﾝｼﾞＤＡ
1511 Ａ 山下 恭男 山下  美恵子 静岡県 ＫＳ・ダンス
1601 Ｂ 河部 猛 宮嶋 かよ子 岐阜県 アキタトシオＤＳ
1603 Ｂ 前川 憲章 前川  れい子 石川県 関ダンス
1684 Ｂ 下村 卓也 野村　泉水 三重県 コクボＤＳ
1688 Ａ 山口 勝昭 山口  実千代 石川県 関ダンス
1783 Ｂ 島田  憲二 島田  清美 無所属 無所属
1921 Ｂ 安藤 安夫 上野　清美 愛知県 ＥＧＡＷＡ
2007 B 佐藤 文昭 佐藤　豊子 愛知県 ＥＧＡＷＡ
2012 Ｂ 岡 義行 岡  京子 三重県 ヒサムラ津
2013 Ｂ 赤塚  満廣 浜野  輝子 三重県 オオツカＤＳ
2048 Ｂ 藤田 邦男 前田　真智子 福井県 松宮ＤＳＴ
2055 Ｂ 岸田 豊 岸田  多美子 静岡県 ツチヤＤＳ
2112 A 平野  弘治 平野  克美 岐阜県 ワタナベＤＣ
2137 Ｂ 今江  淳映 坂井　宏子 石川県 Ｊ＆Ｋ
2262 Ｂ 永野 進 松下　栄美子 石川県 ＤＳＴ福浦
2442 Ｂ 池田 陽一 池田　久美子 石川県 たかひら
2715 Ｂ 服部 清 傍島　輝美 岐阜県 ＤＡヒロセ
2813 Ｂ 藪 正彦 小森　正美 富山県 トナミＤＳ
2845 Ｂ 安井 一史 安井　充子 愛知県 ナゴヤＤＷ
2863 Ｂ 北川 栄一 結城　百合子 福井県 松宮ＤＳＴ
2876 Ａ 吉田 浩司 前田　朝美 石川県 ＤＳＴ福浦
2896 B 下田 隆夫 平井　久美子 富山県 水野ダンス
3029 Ｂ 田代 浩 田代　智子 無所属 無所属
3259 B 間宮　圓治 間宮　昌子 愛知県 アオヤギＤＳ
3283 B 高木　克之 平下　登美江 岐阜県 ワタナベＤＣ

CD級ダンス競技会【シニア】スタンダード　W ３６組
登録番号 級 リーダー氏名 ﾊﾟーﾄﾅー氏名 所属 所属教室

0859 Ｃ 柴木 勝 津端  英子 愛知県 ツゲヨシヒロ
0896 Ｃ 浅田 年司 鈴木  啓子 静岡県 岡ダンス
0939 Ｃ 前川  稔厚 堤　珠恵 石川県 ＤＳＴ福浦
1191 Ｄ 奥川  幸男 桜井  幸子 石川県 ビクトリー
1360 Ｃ 津坂  一夫 倉知  和子 愛知県 アオヤギＤＳ
1411 Ｃ 澄野 久生 澄野  由紀子 三重県 ヒサムラ津
1429 C 小川  義博 久保田美佐子 岐阜県 ＤＳイワモト
1489 Ｃ 佐々木 保正 佐野　春美 富山県 高岡ＤＳＴ
1508 Ｃ 大塚  智啓 大塚  照子 岐阜県 アキタトシオＤＳ
1882 Ｃ 小澤 清成 梅田　美里 愛知県 アオヤギＤＳ
2016 Ｃ 立花 美実 近藤  やす子 静岡県 イトーダンス
2085 Ｃ 梅田 信二 村上  亜紀 石川県 たかひら　
2150 D 長江 信雄 大石　るみ子 愛知県 近藤ダンス
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2171 Ｃ 遠藤 良吉 長尾　きみゑ 岐阜県 タナハシＤＳ
2256 D 米山  俊男 米山　妙子 静岡県 イトーダンス
2290 Ｃ 小野木 昌秀 小野木　寿子 岐阜県 ＤＳイワモト
2295 Ｃ 時長 紘一 時長　登美子 石川県 ＤＳＴ福浦
2340 Ｃ 石川 拓也 石川　直美 富山県 トナミＤＳ
2365 Ｃ 砂子田　哲夫 西田　春美 無所属 無所属
2372 Ｃ 柴田 泰成 増田　千代子 愛知県 ＤＳヤマナカ
2377 Ｃ 岡田　行弘 星野　光枝 無所属 無所属
2415 D 興津 政明 川端　朋子 静岡県 スマイル
2421 Ｃ 山下  治雄 竹久　公美 石川県 ビクトリー
2452 Ｃ 朽原 豊 朽原　元子 無所属 無所属
2466 Ｃ 後藤 喜章 櫻井　光枝 静岡県 スマイル
2579 C 春木 功 国枝　敬子 岐阜県 タナハシＤＳ
2582 C 松島 成利 松島　千枝子 三重県 ヒサムラ津
2588 Ｃ 森 浩光 森　洋子 三重県 ヒサムラ四
2696 Ｃ 山本 孝夫 山本　寿子 石川県 関ダンス
2725 Ｃ 町野 好博 町野　初枝 岐阜県 塚越ＤＳ
2883 Ｃ 小田 喜久 眞田　優子 三重県 丸之内DK
2887 Ｄ 佐藤 吉彦 佐藤　真理子 三重県 ナカイＤＳ
2892 Ｃ 木村 登 伊藤　めぐみ 他団体 他団体
3043 D 村山 義春 村山　啓子 三重県 オオツカＤＳ
3223 Ｃ 田辺　清次 横井　みどり 愛知県 ＤＳＴソワール
3242 Ｃ 高本　隆 高本　公子 石川県 Ｊ＆Ｋ

中部日本ダンス選手権【シニア】ラテンアメリカン　S・P １３組
登録番号 級 リーダー氏名 ﾊﾟーﾄﾅー氏名 所属 所属教室

0037 Ａ 杉山 典克 杉山  美子 静岡県 ＤＳハヤシ
0791 Ｂ 鳥居　秀明 鳥居　ひろみ 無所属 無所属
1025 B 伊藤  茂 伊藤  千鶴 愛知県 アオヤギＤＳ
1098 Ｂ 前田  秀明 前田  輝代 三重県 コクボＤＳ
1169 Ａ 大河内 譲 大河内久美代 無所属 無所属
1349 Ｂ 中東 秀夫 中東  真知子 三重県 ヒサムラ津
1477 Ａ 熊谷  裕英 新井  幸子 静岡県 岡ダンス
1684 Ｂ 下村 卓也 野村　泉水 三重県 コクボＤＳ
1921 Ｂ 安藤 安夫 上野　清美 愛知県 ＥＧＡＷＡ
1979 B 山田 進 山田  詠香 愛知県 ロマンＤＳ
2055 Ｂ 岸田 豊 岸田  多美子 静岡県 ツチヤＤＳ
2415 B 興津 政明 川端　朋子 静岡県 スマイル
3029 A 田代 浩 田代　智子 無所属 無所属

CD級ダンス競技会【シニア】ラテンアメリカン　R １１組
登録番号 級 リーダー氏名 ﾊﾟーﾄﾅー氏名 所属 所属教室

0896 Ｃ 浅田 年司 鈴木  啓子 静岡県 岡ダンス
1191 Ｃ 奥川  幸男 桜井  幸子 石川県 ビクトリー
1489 Ｃ 佐々木 保正 佐野　春美 富山県 高岡ＤＳＴ
1490 C 木下  定男 平嶋　喜子 福井県 明宝ＤＳ
1637 Ｃ 和田 宅矛 和田　昌代 静岡県 大石ＤＳ
2316 Ｃ 若林 庄二 三嶋　百合子 岐阜県 ワタナベＤＣ
2421 Ｃ 山下  治雄 竹久　公美 石川県 ビクトリー
2579 Ｃ 春木 功 国枝　敬子 岐阜県 タナハシＤＳ
2582 Ｄ 松島 成利 松島　千枝子 三重県 ヒサムラ津
2624 Ｄ 中川 重雄 中川　ゆり 三重県 ナカイＤＳ
3043 D 村山 義春 村山　啓子 三重県 オオツカＤＳ
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