
シニアスタンダード　オープン　Ｔ　21組
登録番号 級 リーダー氏名 パートナー氏名 所属 所属教室
13000219 Ａ 水口  豊 山野  めぐみ 石川県 関ダンス
13000550 Ａ 鈴木 敏正 松浦　清子 静岡県 大石ＤＳ
13000579 Ａ 石川  鎮一 石川  敦子 愛知県 アオヤギＤＳ
13001025 Ａ 伊藤  茂 伊藤  千鶴 愛知県 アオヤギＤＳ
13001117 Ａ 倉内  隆 大島　すみゑ 岐阜県 アキタトシオＤＳ
13001155 Ａ 林  伸男 林  民子 岐阜県 ＤＳイワモト
13001336 Ｂ 杉山 久八 渥美  厚子 三重県 ヒサムラ津
13001349 Ｂ 中東 秀夫 中東  真知子 三重県 ヒサムラ津
13001688 Ａ 山口 勝昭 山口  実千代 石川県 関ダンス
13001792 Ａ 柴田  広 内藤  絵美 愛知県 ﾌｸｲｹﾝｼﾞＤＡ
13001921 Ｂ 安藤 安夫 上野　清美 愛知県 ＥＧＡＷＡ
13002012 Ｂ 岡 義行 岡  京子 三重県 ヒサムラ津
13002096 B 須藤 進 小西　典子 三重県 ヒサムラ四
13002102 B 川路　賢次 神谷　早苗 無所属 無所属
13002112 A 平野  弘治 平野  克美 岐阜県 ワタナベＤＣ
13002173 Ｂ 岡田 悟 山下  和子 岐阜県 ＤＳイワモト
13002442 Ｂ 池田 陽一 池田　久美子 石川県 たかひら
13002480 Ｂ 松本 直樹 家城　美智子 三重県 ヒサムラ津
13002715 Ｂ 服部 清 傍島　輝美 岐阜県 ＤＡヒロセ
13002876 Ａ 吉田 浩司 前田　朝美 石川県 ＤＳＴ福浦
13003259 B 間宮　圓治 間宮　昌子 愛知県 アオヤギＤＳ

シニアスタンダード　ＣＤ級　Ｆ　53組
登録番号 級 リーダー氏名 パートナー氏名 所属 所属教室
13000978 Ｃ 山田 正昭 山田  恵美子 岐阜県 ＤＳイワモト
13000987 Ｃ 本村  幹夫 鈴木　晃子 静岡県 イシカワ
13001181 C 山本  順平 嘉手苅　広代 静岡県 ＤＳハヤシ
13001333 Ｃ 大久保  正弘 川出  育子 愛知県 ナゴヤＤＷ
13001360 Ｃ 津坂  一夫 倉知  和子 愛知県 アオヤギＤＳ
13001429 C 小川  義博 久保田美佐子 岐阜県 ＤＳイワモト
13001508 Ｃ 大塚  智啓 大塚  照子 岐阜県 アキタトシオＤＳ
13001524 Ｃ 中島 重紀 村上　いさ子 愛知県 IKEDA 
13001556 Ｃ 大薮  彰 大薮 　霞 岐阜県 ＤＡヒロセ
13001619 Ｃ 樋口  勝一 滝  幸子 岐阜県 ワタナベＤＣ
13001730 D 渡辺  利政 林  明子 岐阜県 ＤＡヒロセ
13001882 Ｃ 小澤 清成 梅田　美里 愛知県 アオヤギＤＳ
13001927 Ｃ 廣瀬  義之 河村  典子 無所属 無所属
13001937 Ｃ 筧  博 菱川　愛子 無所属 無所属
13002033 C 三島 悟 三島  妙子 無所属 無所属
13002069 C 吉内　彰一 松野　陽子 無所属 無所属
13002150 D 長江 信雄 大石　るみ子 愛知県 近藤ダンス
13002171 Ｃ 遠藤 良吉 長尾　きみゑ 岐阜県 タナハシＤＳ
13002187 Ｃ 西本  澄 西本  節子 愛知県 ﾌｸｲｹﾝｼﾞＤＡ
13002208 C 澤木 貞夫 澤木  艶子 岐阜県 ＧＳオカムラ



13002314 Ｃ 森田 悦生 山口　美季 三重県 ヒサムラ四
13002316 Ｃ 若林 庄二 三嶋　百合子 岐阜県 ワタナベＤＣ
13002372 Ｃ 柴田 泰成 増田　千代子 愛知県 ＤＳヤマナカ
13002394 Ｃ 前崎 忠行 前崎　初枝 無所属 無所属
13002443 Ｄ 中西　洋一 岩塚　不二子 愛知県 DSp豊橋
13002452 Ｃ 朽原 豊 朽原　元子 無所属 無所属
13002491 Ｄ 大橋 正 山口　福美 三重県 糸川DＫ
13002492 Ｃ 小野 賢二 小野　悦子 静岡県 ツチヤＤＳ
13002530 Ｃ 川崎 芳樹 中山　雅子 愛知県 アオヤギＤＳ
13002536 Ｃ 町田 誠吾 近藤　れい子 愛知県 ＤＳＴソワール
13002559 Ｃ 河村 賢二 保母　伸子 岐阜県 塚越ＤＳ
13002579 C 春木 功 国枝　敬子 岐阜県 タナハシＤＳ
13002582 C 松島 成利 松島　千枝子 三重県 ヒサムラ津
13002646 Ｃ 伊藤 文明 上野　勢津子 三重県 ヒサムラ津
13002694 Ｃ 牧村 眞臣 栗本　美鈴 岐阜県 きしのＤＳ
13002696 Ｃ 山本 孝夫 山本　寿子 石川県 関ダンス
13002698 C 日下部 義雄 日下部　通子 岐阜県 ＧＳオカムラ
13002700 Ｃ 手島 勝利 手島　紀久子 愛知県 ロマンＤＳ
13002831 Ｃ 近藤 貞司 近藤　知子 愛知県 IKEDA 
13002872 Ｃ 勝野 功 勝野　よう子 岐阜県 GSオカムラ
13002883 Ｃ 小田 喜久 眞田　優子 三重県 丸之内DK
13002889 Ｃ 宮本 好夫 宮本　雅子 三重県 ナカイＤＳ
13002914 C 柴田 富造 柴田　幸 岐阜県 GSオカムラ
13002915 Ｃ 生熊 伸羊 戸田　千秋 静岡県 野中ＤＳ
13003027 Ｃ 高鷲 民生 高鷲　由子 愛知県 ﾌｸｲｹﾝｼﾞＤＡ
13003060 C 杉岡 芳徳 田中　みすず 愛知県 ＤＳＴトゥービー
13003223 Ｃ 田辺　清次 横井　みどり 愛知県 ＤＳＴソワール
13003226 Ｃ 石田　実 石田　優子 無所属 無所属
13003242 Ｃ 高本　隆 高本　公子 石川県 Ｊ＆Ｋ
13003270 Ｄ 野田　義一 寺本　経子 愛知県 ミツイＤＳ
13003280 D 望月　潔 平谷　美香 静岡県 ミナモトＤＳ
13003302 D 小野田　博 小野田　都 静岡県 藤枝ＤＡ
13003313 Ｄ 鳥居 勝男 城殿 芙美子 他団体 他団体

シニアラテンアメリカン　オープン　Ｓ　7組
登録番号 級 リーダー氏名 パートナー氏名 所属 所属教室
13000042 Ｂ 佃 昌光 佃　順子 静岡県 ＤＷパレス
13001169 Ａ 大河内 譲 大河内久美代 無所属 無所属
13001349 Ｂ 中東 秀夫 中東  真知子 三重県 ヒサムラ津
13001477 Ａ 熊谷  裕英 新井  幸子 静岡県 岡ダンス
13001700 Ｂ 八木 伸治 夏目　ひろみ 愛知県 DSp豊橋
13002480 B 松本 直樹 家城　美智子 三重県 ヒサムラ津
13002883 Ｂ 小田 喜久 眞田　優子 三重県 丸之内DK



シニアラテンアメリカン　ＣＤ級　Ｒ　11組　
登録番号 級 リーダー氏名 パートナー氏名 所属 所属教室
13001950 Ｃ 石川  克巳 丹羽　三千代 愛知県 ＥＧＡＷＡ
13001997 Ｃ 三鴨 武夫 田渕　美智子 愛知県 アオヤマ
13002101 Ｃ 時原 三郎 時原  とよみ 愛知県 イケダＤＳ
13002278 C 阿子田 佳典 阿子田　光子 無所属 無所属
13002316 Ｃ 若林 庄二 三嶋　百合子 岐阜県 ワタナベＤＣ
13002353 Ｃ 斉藤 京司 斉藤　桂子 無所属 無所属
13002492 Ｃ 小野 賢二 小野　悦子 静岡県 ツチヤＤＳ
13002559 Ｃ 河村 賢二 保母　伸子 岐阜県 塚越ＤＳ
13002579 Ｃ 春木 功 国枝　敬子 岐阜県 タナハシＤＳ
13002624 Ｄ 中川 重雄 中川　ゆり 三重県 ナカイＤＳ
13003270 D 野田　義一 寺本　経子 愛知県 ミツイＤＳ

シニアラテンアメリカン　Ｎ級　C　2組
登録番号 級 リーダー氏名 パートナー氏名 所属 所属教室
13002095 N 伊藤 成輝 葛原  ゆき子 愛知県 ツゲヨシヒロ
13002816 N 安達　東 仙石　利子 岐阜県 谷口ＤＳ


