
２９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

0240 A 千賀  実 伊藤  寛子 愛知県 沢上ムライ
0330 A 山本 章絡 池田  有妃 愛知県 山本かおる
0332 B 大塚　裕倫 大塚　摩緯 愛知県 ソワール
0356 A 渡辺  智晴 渡辺　広子 愛知県 ＤＳＴトｳービー
0361 A 江川  幸生 瀬古 眞沙美 愛知県 ＥＧＡＷＡ
0451 A 伊藤 芳浩 久村　祥子 愛知県 ＳＤＴイトウ
0459 B 本田　豊 伊藤　麻由 愛知県 IKEDA
0461 A 河合 秀近 鈴木　麻里 愛知県 山本かおる
0463 A 山口 直紀 吉村　安矢 愛知県 IKEDA
0247 B 角谷  智三 田中  美鈴 岐阜県 スミヤＳＤＣ
0004 A 村田  政志 村田  祐子 静岡県 ムラタＤＳ
0052 A 牧野  智弘 牧野  淳子 静岡県 ＤＳマキノ
0053 B 図子  平 図子  直美 静岡県 図子平ＤＳ
0088 A 阿南  博通 横堀　めぐみ 静岡県 ＤＷパレス
0142 A 野中  十四明 野中  緑 静岡県 野中ＤＳ
0164 A 石川  俊夫 鈴木  早苗 静岡県 イシカワＤＳ
0178 A 青田　 一 青田  正代 静岡県 ツチヤＤＳ
0190 A 伊藤  頼彦 伊藤  美雪 静岡県 イトーＤＳ
0195 A 築地  宏明 築地  慶野 静岡県 TSUKIJＩ
0212 A 森  智広 森  美由紀 静岡県 大石ＤＳ
0258 A 大石  靖長 勝見　茄矢 静岡県 大石ＤＳ
0350 A 上田 信夫 上田　千佳 静岡県 ツチヤＤＳ
0377 A 三浦 和弥 大池  朋子 静岡県 ツチヤＤＳ
0440 A 永井 謙作 伊藤　依子 静岡県 ＫＹナガイ
0460 B 寺松 義光 七谷　静佳 石川県 関ダンスＳ
0468 A 宮崎　英巨 宮崎　英恵 石川県 ＤＳＴミヤザキ
1992 C 大澤　隆一 林　佳奈 東部
0422 A 谷村 正人 谷村　圭子 富山県 水野ダンス
0259 A 松宮  真令 辻  ひとみ 福井県 松宮ＤＳＴ

２６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

0092 B 渡辺 一彦 杉原  緑 愛知県 一彦ＤＳＴ
0332 B 大塚　裕倫 大塚　摩緯 愛知県 ソワール
0395 B 尾島  俊樹 酒井　悦子 愛知県 フォレストDA
0413 B 浅野　正幹 浅野　幸枝 愛知県 ＤＳＴソワール
0417 B 早川 元規 早川　ちひろ 愛知県 ミツイＤＳ
0423 B 古川 浩之 森坂　恵吏 愛知県 ＤＳＴソワール
0459 B 本田　豊 伊藤　麻由 愛知県 IKEDA
0481 C 小松  康正 小松　奈美 愛知県 小松ダンス
0490 C 植村　淳史 植村　ひとみ 愛知県 ＡＢＣダンス
0166 B 永縄 正義 永縄  康子 岐阜県 ナガナワ
0247 B 角谷  智三 田中  美鈴 岐阜県 スミヤＳＤＣ
0333 B 糸川  雅朗 糸川  孝子 三重県 おわせ糸川ＤＫ
0045 B 稲原  孝一 稲原  園子 静岡県 イナハラＤＳ
0053 B 図子  平 図子  直美 静岡県 図子平ＤＳ
0115 C 五十嵐  彰 杉山　素子 静岡県 佐々木静子ＤＳ
0224 B 皆元  圭介 皆元  比呂子 静岡県 ミナモトＤＳ
0244 B 渡邊   章 野田  亨 静岡県 Ａ&Ａ
0296 C 阿南 光正 大塩　恵理 静岡県 ＤＷパレス
0320 B 林  隆文 林  麻里 静岡県 ＤＳハヤシ
0355 B 髙橋 朋宏 吉田　由美 静岡県 岡ＤＳ
0404 C 小島 正義 小島　聖子 静岡県 コマツＤＳ

プロ・スタンダード　オープン　　　Ｗ・Ｔ・Ｆ・Ｑ

プロ・スタンダード　Ｂ級　　　Ｔ



0431 B 内藤 高行 内藤　統子 静岡県 藤枝ＤＡ
0465 C 杉山　賢祐 鶴田　詔子 静岡県 スマイル
0460 B 寺松 義光 七谷　静佳 石川県 関ダンスＳ
1992 C 大澤　隆一 林　佳奈 東部
0351 C 加茂 武 加茂   浩美 福井県 カモタケシＤＳ

２７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

0119 C 三浦  篤男 三浦  真紀子 愛知県 マイムＤＳ
0243 C 吉満  正 寺田　由利 愛知県 アオヤギＤＳ
0374 C 加藤 典之 坪田　薫 愛知県 ＤＳＴソワール
0388 C 阿野 倖一 太田　きよみ 愛知県 フクイケンジＤＡ
0445 C 宮田 敬三 原子　和美 愛知県 ＤＳヤマナカ
0481 C 小松  康正 小松　奈美 愛知県 小松ダンス
0490 C 植村　淳史 植村　ひとみ 愛知県 ＡＢＣダンス
0111 C 大石  昇 大石  雅古 静岡県 浜松ＤＳ
0115 C 五十嵐  彰 杉山　素子 静岡県 佐々木静子ＤＳ
0144 C 田中   宏児 畑野　牧子 静岡県 タナカＤＳ
0253 C 髙羽  直弘 髙羽  純子 静岡県 ＤＳＴタカバ
0296 C 阿南 光正 大塩　恵理 静岡県 ＤＷパレス
0344 C 鷺坂  弘章 鷺坂   知代 静岡県 ワタナベＤＳ
0399 C 平尾  紀佳 小池　ルリ子 静岡県 ﾀﾞﾝｽｽｽﾀｼﾞｵ・R
0400 C 鈴木 啓之 鈴木　実鈴 静岡県 ヒロスＤＳＴ
0404 C 小島 正義 小島　聖子 静岡県 コマツＤＳ
0443 C 由留木 啓人 榊原　梨衣 静岡県 ＤＷパレス
0447 C 笹原　貞之 仲澤　弘子 静岡県 ササハラＤＣ
0456 C 古川　浩司 牧野　玉江 静岡県 大石ＤＳ
0457 C 八木　裕 深見　ちひろ 静岡県 大石ＤＳ
0464 C 鈴木　章夫 渡辺　軌子 静岡県 ワタナベＤＳ
0465 C 杉山　賢祐 鶴田　詔子 静岡県 スマイル
0477 D 久保田　博章 秋山　典子 静岡県 ＤＡクボタ
0485 D 石田　貴宏 渡辺　桃詩美 静岡県 仲井ＤＳＴ
0491 D 大村　尊 松田　友恵 静岡県 大石DS
1992 C 大澤　隆一 林　佳奈 東部
0351 C 加茂 武 加茂   浩美 福井県 カモタケシＤＳ

２２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

0287 D 佐々木  紳二 高橋　智絵 愛知県 ＤＳＴソワール
0331 D 山本  勲 山本  季美衣 愛知県 ツゲヨシヒロ
0369 D 井上  俊明 加藤  佳代子 愛知県 カトレアＤＫ
0403 N 鬼頭 孝幸 山田　奈央子 愛知県 イケダＤＳ
0434 N 竹中　幸治 西川　悦子 愛知県 沢上ムライ
0437 D 西尾 孝志 岡野　千尋 愛知県 アオヤギＤＳ
0444 D 岡田 学 本多　えりこ 愛知県 ＤＳＴソワール
0471 D 北河 龍也 田中  みち子 愛知県 ＤＳヤマナカ
0478 N 加藤　有 宮城　康江 愛知県 ヒサムラＤＳ
0484 N 奥村　敏一 奥村　なつめ 愛知県 ＤＳフナコシ
0486 N 大橋　隆平 田中　真理子 愛知県 アオヤギＤＳ
0488 D 高島　広海 舩谷　美帆 愛知県 ミツイＤＳ
0492 N 小林　亘 小田　佳子 愛知県 ミツイＤＳ
0414 D 井上 與一郎 井上　真智子 岐阜県 アキタトシオＤＳ
0051 D 池田  寛男 池田  弘子 静岡県 さかえＤＳ
0155 D 五加 まさる 鈴木  富士子 静岡県 グリーンＤＳ
0169 D 永田 文雄 永田  智恵子 静岡県 グリーンＤＳ

プロ・スタンダード　Ｃ級　　　Ｆ

プロ・スタンダード　ＤＮ級　　　Ｗ



0236 D 徳本  光司 徳永  かの子 静岡県 大石ＤＳ
0362 D 藤井 利彰 長野　晴美 静岡県 ツチヤＤＳ
0477 D 久保田　博章 秋山　典子 静岡県 ＤＡクボタ
0485 D 石田　貴宏 渡辺　桃詩美 静岡県 仲井ＤＳＴ
0491 D 大村　尊 松田　友恵 静岡県 大石DS

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

0315 A 青山 成之 平出　有佳莉 愛知県 ＤＣアオヤマ
0358 A 半田 英太郎 北村  恵理 愛知県 ミツイＤＳ
0403 A 鬼頭 孝幸 山田　奈央子 愛知県 イケダＤＳ
0423 B 古川 浩之 森坂　恵吏 愛知県 ＤＳＴソワール
0427 A 伊藤 和哉 河合ふみ乃 愛知県 ＤＳＴソワール
0445 A 宮田 敬三 原子　和美 愛知県 ＤＳヤマナカ
0459 B 本田　豊 伊藤　麻由 愛知県 IKEDA
0471 C 北河 龍也 田中  みち子 愛知県 ＤＳヤマナカ
0483 B 浦山　卓 倉岡　美生 愛知県 一彦ＤＳＴ
0424 A 宮嶋 隆夫 吉田　早織 岐阜県 アキタトシオＤＳ
0320 A 林  隆文 林  麻里 静岡県 ＤＳハヤシ
0350 A 上田 信夫 上田　千佳 静岡県 ツチヤＤＳ
0355 A 髙橋 朋宏 吉田　由美 静岡県 岡ＤＳ
0440 A 永井 謙作 伊藤　依子 静岡県 ＫＹナガイ
0443 B 由留木 啓人 榊原　梨衣 静岡県 ＤＷパレス
0454 A 田中 達則 田中　翠 静岡県 イシカワＤＳ
0457 A 八木　裕 深見　ちひろ 静岡県 大石ＤＳ
0464 B 鈴木　章夫 渡辺　軌子 静岡県 ワタナベＤＳ
0465 B 杉山　賢祐 鶴田　詔子 静岡県 スマイル
0494 A 内山　裕隆 内山　里恵 静岡県 内山太郎ＤＳ
0259 A 松宮  真令 辻  ひとみ 福井県 松宮ＤＳＴ

１７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

0092 B 渡辺 一彦 杉原  緑 愛知県 一彦ＤＳＴ
0287 C 佐々木  紳二 高橋　智絵 愛知県 ＤＳＴソワール
0349 B 中谷 幹雄 中谷  万佐子 愛知県 アオヤギＤＳ
0417 B 早川 元規 早川　ちひろ 愛知県 ミツイＤＳ
0423 B 古川 浩之 森坂　恵吏 愛知県 ＤＳＴソワール
0451 B 伊藤 芳浩 久村　祥子 愛知県 ＳＤＴイトウ
0459 B 本田　豊 伊藤　麻由 愛知県 IKEDA
0471 C 北河 龍也 田中  みち子 愛知県 ＤＳヤマナカ
0483 B 浦山　卓 倉岡　美生 愛知県 一彦ＤＳＴ
0488 C 高島　広海 舩谷　美帆 愛知県 ミツイＤＳ
0377 B 三浦 和弥 大池  朋子 静岡県 ツチヤＤＳ
0400 C 鈴木 啓之 鈴木　実鈴 静岡県 ヒロスＤＳＴ
0404 C 小島 正義 小島　聖子 静岡県 コマツＤＳ
0443 B 由留木 啓人 榊原　梨衣 静岡県 ＤＷパレス
0464 B 鈴木　章夫 渡辺　軌子 静岡県 ワタナベＤＳ
0465 B 杉山　賢祐 鶴田　詔子 静岡県 スマイル
0491 C 大村　尊 松田　友恵 静岡県 大石DS

１７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

0119 C 三浦  篤男 三浦  真紀子 愛知県 マイムＤＳ
0287 C 佐々木  紳二 高橋　智絵 愛知県 ＤＳＴソワール

プロ・ラテンアメリカン　Ｃ級　　　Ｐ

プロ・ラテンアメリカン　オープン　　　Ｃ・Ｓ

プロ・ラテンアメリカン　Ｂ級　　　Ｒ



0374 D 加藤 典之 坪田　薫 愛知県 ＤＳＴソワール
0455 C 前田 昌成 伊藤 博子 愛知県 近藤ダンス
0461 C 河合 秀近 鈴木　麻里 愛知県 山本かおる
0471 C 北河 龍也 田中  みち子 愛知県 ＤＳヤマナカ
0488 C 高島　広海 舩谷　美帆 愛知県 ミツイＤＳ
0045 C 稲原  孝一 稲原  園子 静岡県 イナハラＤＳ
0115 D 五十嵐  彰 杉山　素子 静岡県 佐々木静子ＤＳ
0400 C 鈴木 啓之 鈴木　実鈴 静岡県 ヒロスＤＳＴ
0404 C 小島 正義 小島　聖子 静岡県 コマツＤＳ
0456 C 古川　浩司 牧野　玉江 静岡県 大石ＤＳ
0485 D 石田　貴宏 渡辺　桃詩美 静岡県 仲井ＤＳＴ
0491 C 大村　尊 松田　友恵 静岡県 大石DS
0493 C 杉山　真実 谷津倉　千博 静岡県 ＳＴマーシー
0422 C 谷村 正人 谷村　圭子 富山県 水野ダンス
0351 C 加茂 武 加茂   浩美 福井県 カモタケシＤＳ

８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

0331 D 山本  勲 山本  季美衣 愛知県 ツゲヨシヒロ
0374 D 加藤 典之 坪田　薫 愛知県 ＤＳＴソワール
0481 D 小松  康正 小松　奈美 愛知県 小松ダンス
0490 D 植村　淳史 植村　ひとみ 愛知県 ＡＢＣダンス
0115 D 五十嵐  彰 杉山　素子 静岡県 佐々木静子ＤＳ
0169 D 永田 文雄 永田  智恵子 静岡県 グリーンＤＳ
0362 D 藤井 利彰 長野　晴美 静岡県 ツチヤＤＳ
0485 D 石田　貴宏 渡辺　桃詩美 静岡県 仲井ＤＳＴ

プロ・ラテンアメリカン　ＤＮ級　　　Ｃ


