
13000112 Ａ 松下  茂 松下　知英子 無所属 無所属

13000132 Ａ 篠田 勉 篠田　雅美 富山県 水野ダンス

13000146 Ａ 河合  忠 河合  二美 富山県 ＤＳイソベ

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

13000617 Ａ 田原 紳洋 田原  則子 富山県 水野ダンス

13000642 Ａ 村上 清治 森　敏子 静岡県 グリーンＤＳ

13000704 Ａ 山崎  正彦 名木  美栄子 石川県 ＤＳＴ福浦

13000930 Ａ 笹木  憲一 真井　芳子 石川県 今泉ダンス

13001117 Ａ 倉内  隆 大島　すみゑ 岐阜県 アキタトシオＤＳ

13001130 Ａ 渡辺　勝己 林  節子 岐阜県 ワタナベDC

13001169 Ａ 大河内 譲 大河内久美代 無所属 無所属

13001367 Ａ 川上 泰士 川上　麻子 岐阜県 ワタナベＤＣ

13001511 Ａ 山下 恭男 山下  美恵子 静岡県 ＫＳ・ダンス

13001558 Ａ 小板橋 猛 小板橋  文子 無所属 無所属

13001592 Ａ 林 知弘 林  やよい 愛知県 アオヤギＤＳ

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

13001879 Ａ 福井  真ニ 福井  美香 愛知県 日進ダンス

13001907 Ａ 松尾  香 上田  智子 石川県 たかひら

13002112 A 平野  弘治 平野  克美 岐阜県 ワタナベＤＣ

13002356 Ｂ 柴田  芳宏 高田　美穂子 静岡県 ＫＹナガイ

13002442 Ｂ 池田 陽一 池田　久美子 石川県 たかひら

13002876 Ａ 吉田 浩司 前田　朝美 石川県 ＤＳＴ福浦

13003244 B 長清　篤史 長清　久美子 関ダンス

13003262 A 三原　朋隼 足立　朋子 愛知県 ＤＳＴソワール

13000260 Ｂ 辻田  昌三 辻田  寿子 岐阜県 アキタトシオＤＳ

13000466 B 銭谷  隆詞 銭谷  幸江 石川県 たかひら

13000564 Ｂ 松本 郁雄 鈴木  京子 静岡県 ＤＳハヤシ

13000791 Ｃ 鳥居　秀明 鳥居　ひろみ 無所属 無所属

13000895 B 藤田 稔 藤田  浩子 静岡県 イシカワ

13000920 Ｂ 増永  勇 守  清子 福井県 明宝ＤＳ

13000935 B 大林 茂樹 大林　公子 静岡県 ＤＳハヤシ

13000939 Ｃ 前川  稔厚 堤　珠恵 石川県 ＤＳＴ福浦

13001019 Ｂ 酒井 一男 芝田  真知子 福井県 明宝ＤＳ

13001079 Ｂ 小森 髙士 光永　禮子 静岡県 ＤＳハヤシ

13001094 Ｂ 伊藤 直彦 伊藤  龍子 岐阜県 ＧＳオカムラ

13001098 B 前田  秀明 前田  輝代 三重県 コクボＤＳ
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13001112 Ｂ 西沢 暢章 松原  啓子 岐阜県 ＤＡヒロセ

13001158 Ｂ 鈴木  利幸 美和　とみ子 静岡県 ナグラＤＳＴ

13001170 Ｂ 諏訪  譲 設楽　恵子 無所属 無所属

13001268 Ｃ 吉田 恵一 吉田 春子 岐阜県 ワタナベＤＣ

13001308 Ｂ 野村 和夫 西脇　良子 岐阜県 ＤＳイワモト

13001326 Ｂ 上野  賢一 上野  由美子 富山県 ＤＳイソベ

13001336 Ｂ 杉山 久八 渥美  厚子 三重県 ヒサムラ津

13001340 Ｂ 深津 悦生 杉井  和子 他団体 他団体

13001349 B 中東 秀夫 中東  真知子 三重県 ヒサムラ津

13001366 Ｂ 山名 敬一 山田　京子 岐阜県 アキタトシオＤＳ

13001384 B 西願  正弘 西願  美鈴 岐阜県 きしのＤＳ

13001387 B 山本 三郎 塩谷　博美 静岡県 イソベダンス

13001431 Ｂ 渡辺  希男 奥村  洋子 無所属 無所属

13001448 Ｂ 矢郷 徳彦 矢郷　真弓 無所属 無所属

13001477 Ｂ 熊谷  裕英 新井  幸子 静岡県 岡ダンス

13001535 Ｂ 佐脇　法雄 佐脇  洋子 愛知県 ロマンＤＳ

13001544 Ｂ 東  昇一 嶋  澄江 石川県 金沢ダンス

13001601 Ｂ 河部 猛 宮嶋 かよ子 岐阜県 アキタトシオＤＳ

13001603 Ｂ 前川 憲章 前川  れい子 石川県 関ダンス

13001616 Ｂ 浦川  卓嗣 浦川  悦子 無所属 無所属

13001664 Ｂ 田下  和彦 田下  良子 石川県 たかひら

13001732 Ｂ 岩本 彦次郎 岡田　千鶴子 福井県 吉川ダンス

13001766 B 石倉 平五 山本  久子 無所属 無所属

13001772 B 坂本 建治 東出 純子 無所属 無所属

13001779 Ｂ 前川 義雄 平野  由紀 福井県 ローズＤＫ

13001783 Ｂ 島田  憲二 島田  清美 無所属 無所属

13001831 B 櫻井　裕幸 緑川　知子 愛知県 アオヤギＤＳ

13001844 Ｂ 浅野 宏一 高橋　節子 福井県 吉川ダンス

13001921 Ｂ 安藤 安夫 上野　清美 愛知県 ＥＧＡＷＡ

13001949 C 高縄 一幸 高縄  いさ子 無所属 無所属

13001950 Ｂ 石川  克巳 丹羽　三千代 愛知県 ＥＧＡＷＡ

13001960 Ｂ 加藤 綱夫 加藤  和代 無所属 無所属

13001980 Ｂ 谷口 実 佐藤  美知枝 福井県 松宮ＤＳＴ

13001981 Ｂ 小形 完治 松井　美代子 無所属 無所属

13001995 Ｂ 伊藤 いさお 伊藤  あけみ 愛知県 ロマンＤＳ

13002007 Ｂ 佐藤 文昭 佐藤　豊子 愛知県 ＥＧＡＷＡ

13002012 Ｂ 岡 義行 岡  京子 三重県 ヒサムラ津

13002030 Ｂ 髙山 信彦 花房  美代子 無所属 無所属

13002039 Ｂ 古後 文博 古後  昌美 愛知県 ＤＳフナコシ

13002045 Ｂ 室谷 起志 大島　麻里子 富山県 ＤＳイソベ

13002048 Ｂ 藤田 邦男 前田　真智子 福井県 松宮ＤＳＴ

13002084 Ｂ 佐橋 隆弘 小川  たか子 岐阜県 ＪＳオカムラ



13002101 Ｂ 時原 三郎 時原  とよみ 愛知県 イケダＤＳ

13002119 Ｂ 戸田 かずお 本田  まさこ 愛知県 IKEDA 

13002123 B 酒井 松治 高橋　雅子 岐阜県 アキタトシオＤＳ

13002125 B 開発 邦保 串田　清美 富山県 東爪ＤＳ

13002186 Ｂ 安藤  司 鈴木  尚子 愛知県 ロマンＤＳ

13002195 Ｃ 猪俣 義治 作川  知美 石川県 関ダンス

13002238 Ｂ 湊口 要 吉崎　由美子 富山県 高岡ＤＳＴ

13002244 Ｂ 山口 博之 石井　香織 静岡県 大石ＤＳ

13002246 C 荒木　隆雄 荒木　けい子 無所属 無所属

13002253 Ｂ 吉田  泰規 宮田　洋子 岐阜県 ワタナベＤＣ

13002254 Ｂ 山本 献治 大西　孝子 岐阜県 アキタトシオＤＳ

13002260 Ｂ 植田 英之 植田　加奈子 静岡県 スイング

13002262 Ｂ 永野 進 松下　栄美子 石川県 ＤＳＴ福浦

13002299 Ｂ 阿折  良二 阿折  照子 富山県 水野ダンス

13002300 Ｂ 青出  正男 青出　美津子 富山県 水野ダンス

13002341 Ｂ 田上 勝詞 井波　万代 富山県 東爪ＤＳ

13002356 Ｂ 柴田  芳宏 高田　美穂子 静岡県 ＫＹナガイ

13002428 Ｂ 天野 雅仁 天野  庸子 愛知県 ＤＳＴソワール

13002430 Ｂ 高山 研一 高山　美幸 富山県 トナミＤＳ

13002432 B 松葉 建夫 千垣内　清美 岐阜県 ＤＳイワモト

13002435 B 甲斐 博文 山崎　信子 無所属 無所属

13002442 Ｂ 池田 陽一 池田　久美子 石川県 たかひら

13002472 Ｂ 清水 義之 豆田　真由美 静岡県 ワタナベＤＳ

13002500 Ｂ 久保田 勝 久保田　幸代 岐阜県 ＤＳイワモト

13002528 Ｂ 浅生 英緒 浅生　みどり 岐阜県 ＤＡヒロセ

13002541 Ｂ 岡本 孝夫 小林　はつ代 静岡県 野中ＤＳ

13002569 B 阿原 潤司 塚原　清美 富山県 水野ダンス

13002583 Ｂ 川端 利夫 川端　和子 富山県 ＤＳイソベ

13002662 Ｂ 仙石 敏也 仙石　京子 岐阜県 ＧＳオカムラ

13002701 Ｂ 田中 雄二 志麻　由布子 富山県 フカイＤＳ

13002813 Ｂ 藪 正彦 小森　正美 富山県 トナミＤＳ

13002818 Ｂ 太田　重毅 石塚　久美子 無所属 無所属

13002819 Ｂ 名和 安彦 林　仁美 岐阜県 ＧＳオカムラ

13002836 Ｂ 小谷 良太郎 小谷　由紀子 無所属 無所属

13002845 Ｂ 安井 一史 安井　充子 愛知県 ナゴヤＤＷ

13002863 Ｂ 北川 栄一 結城　百合子 福井県 松宮ＤＳＴ

13003236 C 谷　昌彦 土井　文枝 富山県 石黒ＤＳ

13003244 B 長清　篤史 長清　久美子 石川県 関ダンス

13003259 B 間宮　圓治 間宮　昌子 愛知県 アオヤギＤＳ

13003272 B 北本  信次 松井　ひとみ 石川県 DANCE NEW

13003283 Ｂ 高木　克之 平下　登美江 岐阜県 ワタナベＤＣ

13003323 B 高木　学 高木　恵子 岐阜県 ワタナベＤＣ



13003340 B 小倉　秀男 宮塚　とよ子 無所属 無所属

13003343 C 野坂 繁樹 岩下　恭子 石川県 関ダンス

13003344 Ｃ 橋本　毅 金子　知江美 無所属 無所属

13000191 Ｃ 松下 清一 奥宮　信恵 静岡県 スマイル

13000490 Ｃ 竹下  誠 竹下  好子 愛知県 ＤＳフナコシ

13000747 C 萩野  清文 大城  節子 富山県 水野ダンス

13000758 C 山内  好男 浅野　文子 岐阜県 タナハシＤＳ

13000791 Ｃ 鳥居　秀明 鳥居　ひろみ 無所属 無所属

13000859 Ｃ 柴木 勝 津端  英子 愛知県 ツゲヨシヒロ

13000885 Ｃ 河合  一 村松  明子 岐阜県 ＤＳイワモト

13000896 Ｃ 浅田 年司 鈴木  啓子 静岡県 岡ダンス

13000939 Ｃ 前川  稔厚 堤　珠恵 石川県 ＤＳＴ福浦

13001001 Ｃ 小川 晴美 小川  初美 富山県 水野ダンス

13001102 Ｃ 森 正吉 戸塚　八重子 静岡県 イシカワ

13001268 Ｃ 吉田 恵一 吉田 春子 岐阜県 ワタナベＤＣ

13001337 Ｃ 野本  正次 西  きよみ 愛知県 ツゲヨシヒロ

13001344 Ｃ 古川 憲男 吉田  幸子 愛知県 ツゲヨシヒロ

13001360 Ｃ 津坂  一夫 倉知  和子 愛知県 アオヤギＤＳ

13001411 Ｃ 澄野 久生 澄野  由紀子 三重県 ヒサムラ津

13001424 Ｃ 中村  欣一 岡田　文代 石川県 Ｊ＆Ｋ

13001429 Ｃ 小川  義博 久保田美佐子 岐阜県 ＤＳイワモト

13001439 Ｃ 石井  昭雄 石井  啓子 愛知県 ヒサムラＤＳ

13001443 Ｃ 髙木 恒夫 髙木  春子 愛知県 ＥＧＡＷＡ

13001489 Ｃ 佐々木 保正 佐野　春美 富山県 高岡ＤＳＴ

13001490 Ｃ 木下  定男 平嶋　喜子 福井県 明宝ＤＳ

13001498 Ｃ 西野  龍男 西野  美恵子 愛知県 ﾌｸｲｹﾝｼﾞＤＡ

13001508 Ｃ 大塚  智啓 大塚  照子 岐阜県 アキタトシオＤＳ

13001556 Ｃ 大薮  彰 大薮 　霞 岐阜県 ＤＡヒロセ

13001582 Ｃ 亀石 正彦 清水　美砂子 岐阜県 ＪＳオカムラ

13001619 Ｃ 樋口  勝一 滝  幸子 岐阜県 ワタナベＤＣ

13001633 Ｃ 鈴木  雅之 鈴木  英子 静岡県 ＤＳハヤシ

13001657 Ｃ 福富  信親 横井  ふみ子 愛知県 アオヤギＤＳ

13001684 Ｃ 下村 卓也 野村　泉水 三重県 コクボＤＳ

13001729 Ｃ 川喜田 幹雄 山舗　恵美子 三重県 ヒサムラ津

13001761 Ｃ 中島  良紀 中島  房尾 無所属 無所属

13001778 C 戸田 功 戸田  美加子 無所属 無所属

13001880 Ｃ 森川  雅博 森川  都子 他団体 他団体

13001882 Ｃ 小澤 清成 梅田　美里 愛知県 アオヤギＤＳ

13001899 Ｃ 森岡 増也 森岡  富子 無所属 無所属

13001937 Ｃ 筧  博 菱川　愛子 無所属 無所属
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13001949 C 高縄 一幸 高縄  いさ子 無所属 無所属

13001952 C 服部 茂樹 武田　京子 岐阜県 アキタトシオＤＳ

13001969 Ｃ 森下 泉 松野  かよ子 無所属 無所属

13001979 Ｃ 山田 進 山田  詠香 愛知県 ロマンＤＳ

13002013 Ｃ 赤塚  満廣 浜野  輝子 三重県 オオツカＤＳ

13002016 Ｃ 立花 美実 近藤  やす子 静岡県 イトーダンス

13002020 Ｃ 真柄 祐二 石田  玖三子 福井県 フェニックス

13002021 C 山口 壽一 田仲　れい子 福井県 明宝ＤＳ

13002122 Ｃ 三嶋 文良 三嶋  喜美子 岐阜県 ワタナベＤＣ

13002137 Ｃ 今江  淳映 坂井　宏子 石川県 Ｊ＆Ｋ

13002141 Ｃ 川部 高 川部  和子 無所属 無所属

13002150 Ｃ 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

13002173 Ｃ 岡田 悟 山下  和子 岐阜県 ＤＳイワモト

13002185 Ｃ 片境  博 藤井  たみ子 富山県 高岡ＤＳＴ

13002187 Ｃ 西本  澄 西本  節子 愛知県 ﾌｸｲｹﾝｼﾞＤＡ

13002195 Ｃ 猪俣 義治 作川  知美 石川県 関ダンス

13002196 Ｃ 西野  義隆 若杉  かをる 石川県 関ダンス

13002208 Ｃ 澤木 貞夫 澤木  艶子 岐阜県 ＧＳオカムラ

13002216 Ｃ 髙松 俊夫 野原　秋子 富山県 水野ダンス

13002230 C 浜野 光男 若杉　しづ枝 愛知県 ロマンＤＳ

13002246 C 荒木　隆雄 荒木　けい子 無所属 無所属

13002256 Ｃ 米山  俊男 米山　妙子 静岡県 イトーダンス

13002274 C 堀谷 泰敏 堀谷　美子 愛知県 近藤ダンス

13002290 Ｃ 小野木 昌秀 小野木　寿子 岐阜県 ＤＳイワモト

13002296 Ｃ 小関 憲三 加藤　幸子 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

13002340 Ｃ 石川 拓也 石川　直美 富山県 トナミＤＳ

13002353 Ｃ 斉藤 京司 斉藤　桂子 無所属 無所属

13002355 Ｃ 木下 純一 杉村　和世 愛知県 ＤＳフナコシ

13002365 C 砂子田　哲夫 西田　春美 無所属 無所属

13002366 Ｃ 村井 正幸 中村　清子 石川県 ﾋﾞﾛﾝｸﾞ石川

13002367 Ｃ 六鹿 忠孝 大平　美佐子 岐阜県 アキタトシオＤＳ

13002392 Ｃ 菊地 敏彦 菊地　あつ子 愛知県 ロマンＤＳ

13002402 Ｃ 細川 桂一 細川　高子 岐阜県 アキタトシオＤＳ

13002404 Ｃ 森　眞市 坪内　和子 岐阜県 ＤＳイワモト

13002404 Ｃ 森　眞市 坪内　和子 岐阜県 ＤＳイワモト

13002407 Ｃ 吉田 一造 松本　文子 岐阜県 ＤＡヒロセ

13002415 Ｃ 興津 政明 川端　朋子 静岡県 スマイル

13002421 Ｃ 山下  治雄 竹久　公美 石川県 ビクトリー

13002422 C 茶谷 文也 大田　ふみ 石川県 ビクトリー

13002452 Ｃ 朽原 豊 朽原　元子 無所属 無所属



13002466 Ｃ 後藤 喜章 櫻井　光枝 静岡県 スマイル

13002471 Ｃ 伊藤 晴宣 伊藤　三枝子 無所属 無所属

13002496 Ｃ 四蔵 勇 前田　芳乃 富山県 高岡ＤＳＴ

13002536 Ｃ 町田 誠吾 近藤　れい子 愛知県 ＤＳＴソワール

13002571 Ｃ 仲保 道雄 渡辺　幸子 無所属 無所属

13002574 C 伊藤 修 篠田　喜美子 岐阜県 GSオカムラ

13002582 C 松島 成利 松島　千枝子 三重県 ヒサムラ津

13002617 Ｃ 荒木  信夫 荒木  道子 無所属 無所属

13002620 Ｃ 前沢 和男 前沢　清江 静岡県 ＫＳ・ダンス

13002624 Ｃ 中川 重雄 中川　ゆり 三重県 ナカイＤＳ

13002630 Ｃ 井上 哲男 井上　登志子 愛知県 新東海ダンス

13002652 Ｃ 山田 広明 大野　久美子 岐阜県 ナガナワ

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

13002700 Ｃ 手島 勝利 手島　紀久子 愛知県 ロマンＤＳ

13002702 Ｃ 福嶋 幸夫 森田　葉子 静岡県 DSハヤシ

13002725 Ｃ 町野 好博 町野　初枝 岐阜県 塚越ＤＳ

13002831 Ｃ 近藤 貞司 近藤　知子 愛知県 IKEDA 

13002838 Ｃ 鈴木 幸男 小野田みちえ 静岡県 大石ＤＳ

13002841 C 山下 照夫 上野　加代美 無所属 無所属

13002864 Ｃ 古市 雅久 杉山　晴美 愛知県 ﾌｸｲｹﾝｼﾞＤＡ

13002867 C 鈴木　武 野口　玲子 石川県 たかひら

13002872 Ｃ 勝野 功 勝野　よう子 岐阜県 GSオカムラ

13002882 C 前田 徹 前田　千代美 愛知県 アオヤギＤＳ

13002896 Ｃ 下田 隆夫 平井　久美子 富山県 水野ダンス

13002905 C 後藤  博光 端谷　弘子 無所属 無所属

13002907 Ｃ 市澤 隆 市澤　暁美 無所属 無所属

13002914 Ｃ 柴田 富造 柴田　幸 岐阜県 GSオカムラ

13002933 Ｃ 新井 龍雄 小川　一恵 富山県 東爪ＤＳ

13003013 Ｃ 杉本 吉信 三箇　りつ子 富山県 高岡ＤＳＴ

13003014 Ｃ 松岡 憲雄 松岡　千恵子 岐阜県 ワタナベＤＣ

13003015 Ｃ 井戸 昌昭 村井　有美子 岐阜県 ＤＳイワモト

13003027 Ｃ 高鷲 民生 高鷲　由子 愛知県 ﾌｸｲｹﾝｼﾞＤＡ

13003028 Ｃ 大塚 竹芳 大塚　矢重子 岐阜県 長良ダンス

13003032 Ｃ 武田 俊則 富田　裕子 静岡県 ＤＳハヤシ

13003043 Ｃ 村山 義春 村山　啓子 三重県 オオツカＤＳ

13003045 Ｃ 宇於崎 和夫 寺腰　恵都子 富山県 ＤＳイソベ

13003060 Ｃ 杉岡 芳徳 田中　みすず 愛知県 ＤＳＴトゥービー

13003062 Ｃ 林 良和 林　けい子 富山県 トナミＤＳ

13003097 Ｃ 石川　隆輝 桜田　峯子 愛知県 ロマンＤＳ

13003200 C 宗林 秀典 宗林 誓子 三重県 白バラDK

13003202 C 山下　利邦 山下　陽子 富山県 ＤＳイソベ



13003204 Ｃ 山田　一郎 林　友子 富山県 ＤＳイソベ

13003205 Ｃ 前田　信人 豊村　紀子 富山県 ＤＳイソベ

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

13003236 C 谷　昌彦 土井　文枝 富山県 石黒ＤＳ

13003242 Ｃ 高本　隆 高本　公子 石川県 Ｊ＆Ｋ

13003248 Ｃ 日置　道明 大原　美枝子 無所属 無所属

13003256 Ｃ 河村　正幸 坂下　みつ子 岐阜県 平光ダンス

13003260 Ｃ 高辻　健三 吉村　瑞江 石川県 関ダンス

13003312 Ｃ 多治見　伸好　高橋　洋子 他団体 他団体

13003343 C 野坂 繁樹 岩下　恭子 石川県 関ダンス

13003344 Ｃ 橋本　毅 金子　知江美 無所属 無所属

13003358 Ｃ 青木　崇佳 加藤　久子 愛知県 ＥＧＡＷＡ

13003367 C 林　巧 林　理恵 福井県 松宮ＤＳＴ

13003702 C 河野　智計 河野　典子 富山県 東爪ＤＳ

13003704 C 芳原　政則 相川　秋穂 富山県 東爪ＤＳ

13003716 C 藤原　健治 藤原　舞子 無所属 無所属

13001737 Ｄ 臼田  昇 鷲見　知子 岐阜県 ＧＳオカムラ

13001754 Ｄ 庄古 雅昭 庄古  明美 静岡県 ＫＳ・ダンス

13001805 D 横山　清三 永野　つや子 三重県 白バラDK

13001920 Ｄ 佐野  実 横山  まり子 福井県 明宝ＤＳ

13002032 D 赤塚  敬造 小野　つや子 岐阜県 ワタナベＤＣ

13002073 Ｄ 東  敏夫 木村  妙子 福井県 明宝ＤＳ

13002085 D 梅田 信二 村上  亜紀 石川県 たかひら　

13002095 D 伊藤 成輝 葛原  ゆき子 愛知県 ツゲヨシヒロ

13002165 Ｄ 鈴木 武 山岡  小百合 静岡県 野中ＤＳ

13002172 Ｄ 山北  賢司 葛城　幸美 岐阜県 ワタナベＤＣ

13002209 Ｄ 坂倉  正和 坂倉  初美 愛知県 DSTトゥービー

13002313 Ｄ 林  清泰 林　つや子 福井県 明宝ＤＳ

13002376 Ｄ 松岡 栄次 榊原　久 愛知県 ＤＳＴソワール

13002419 Ｄ 久次　実 久次　あけみ 富山県 水野ダンス

13002449 Ｄ 鎌田 芳郎 鎌田　弥生 愛知県 近藤ダンス

13002572 Ｄ 永井 貞夫 家城　立子 富山県 フカイＤＳ

13002608 Ｄ 増田 貞夫 上北　道代 岐阜県 GSオカムラ

13002648 Ｄ 清水 巳良 岩坂　美智子 岐阜県 平光ダンス

13002678 Ｄ 犬塚 孝行 三ツ矢　育子 愛知県 旭ダンス

13002703 Ｄ 青島 靖幸 青島　千恵子 静岡県 山口ダンス

13002720 D 堀　保之 高井　一代 岐阜県 アキタトシオＤＳ

13002721 Ｄ 尾崎 誠 尾崎　典子 愛知県 田川ＤＳ

13002816 D 安達　東 仙石　利子 岐阜県 谷口ＤＳ

アマスタンダードＤ級



13002887 Ｄ 佐藤 吉彦 佐藤　真理子 三重県 ナカイＤＳ

13003012 D 野々山　勝利 鶴見　裕子 愛知県 イケダＤＳ

13003017 Ｄ 木村　裕美 為永　春美 福井県 明宝ＤＳ

13003018 Ｄ 吉田 勝美 桑原　正子 福井県 明宝ＤＳ

13003091 E 大久保　健治 東　敏子 福井県 吉川ダンス

13003233 D 松山 友成 木本　菜多里 石川県 Ｊ＆Ｋ

13003237 D 井藤　章光 井藤　翔内 富山県 ＤＳイソベ

13003249 D 松川　悟 本田　紀美子 岐阜県 ＧＳオカムラ

13003268 E 飯田　明 中山　頼子 無所属 無所属

13003302 D 小野田　博 小野田　都 静岡県 藤枝ＤＡ

13003309 D 吉本　章男 綾瀬　しのぶ 石川県 Ｊ＆Ｋ

13003322 D 尾関　美智則 尾関　ふみ子 岐阜県 ワタナベＤＣ

13003339 D 上拾石　篤海 上拾石智世子 無所属 無所属

13003353 D 加藤 忠幸 高田 千賀子 岐阜県 ワタナベＤＣ

13003396 D 馬渕　亮一 中谷　邦美 福井県 新生ＤＫ

13003731 E 永上　仁 深村　陽子 福井県 吉川ＤＳ

13002199 Ｅ 伊藤 博幸 小林  佳恵 愛知県 DSp豊橋

13002647 Ｅ 荒川　守 荒川　悦子 愛知県 ＥＧＡＷＡ

13002695 Ｅ 市江 啓二 黒田　峯子 岐阜県 アキタトシオＤＳ

13002726 E 亀井　昭夫 山田　加代子 岐阜県 アキタトシオＤＳ

13002828 Ｅ 西村 登 西村　第子 愛知県 アオヤギＤＳ

13002873 Ｅ 田中 徹也 田中　一子 無所属 無所属

13002885 Ｅ 藤井　勇 半田　恵美子 三重県 ヒサムラ四

13003022 Ｅ 相曽　明 小池　やす子 静岡県 ツチヤＤＳ

13003091 E 大久保　健治 東　敏子 福井県 吉川ダンス

13003209 Ｅ 山田　忠男 増田　右子 静岡県 サカモト

13003212 Ｅ 前田　安男 松本　紀子 愛知県 近藤ダンス

13003214 Ｅ 江坂　嘉彦 江坂　久美子 愛知県 ロマンＤＳ

13003257 Ｅ 三浦　勇二 大石　葭子 岐阜県 ＤＡヒロセ

13003268 E 飯田　明 中山　頼子 無所属 無所属

13003308 E 尾花　健一 武藤　正枝 福井県 カモタケシＤ

13003360 E 五島　緑輝 柴田　三枝子 岐阜県 スミヤＳＤＣ

13003361 E 横山　訓之 横山　美世子 岐阜県 ワタナベＤＣ

13003389 E 水野　和夫 志津野　光 岐阜県 ＧＳオカムラ

13003709 E 中島　彰則 山田　麗子 愛知県 アオヤギＤＳ

13003723 E 藤井　龍也 庄司　静江 無所属 無所属

13003725 E 金森　哲郎 窪田　晴美 富山県 DSイソベ

13003731 E 永上　仁 深村　陽子 福井県 吉川ＤＳ

アマスタンダードＥ級

アマスタンダードＦ級



13002865 Ｆ 吉川　登 南　時子 石川県 たかひら

13003274 Ｆ 岩田　司 岩田　早苗 無所属 無所属

13003298 Ｆ 米川　正光 黒田　敬子 三重県 丸之内DK

13003315 Ｆ 大坪　孝通 大坪　敏子 愛知県 ﾌｸｲｹﾝｼﾞＤＡ

13003371 F 南　宏 西田　ひろみ 石川県 金沢ダンス

13003395 F 城崎　円 中村　志津江 福井県 新生ＤＫ

13003397 F 石岡　仁 古川　秀子 岐阜県 ワタナベＤＣ

13003701 F 大橋　勝雄 西川　恵 石川県 Ｊ＆Ｋ

13003711 F 藤浪　辰夫 橋本　タエ子 岐阜県 アキタトシオＤＳ

13003721 F 伊藤　春幸 藤田　幸子 岐阜県 GSオカムラ

13003727 F 八幡　省治 原　佐智子 石川県 DSTミヤザキ

13003738 F 水谷　登 河村　師子 岐阜県 ワタナベＤＣ

13003739 F 平田　雄輝 山口　ミエ 石川県 Ｊ＆Ｋ

13000895 Ａ 藤田 稔 藤田  浩子 静岡県 イシカワ

13001169 Ａ 大河内 譲 大河内久美代 無所属 無所属

13001979 Ａ 山田 進 山田  詠香 愛知県 ロマンＤＳ

13002244 Ａ 山口 博之 石井　香織 静岡県 大石ＤＳ

13002292 Ｂ 藤井  忠司 藤井　千晶 石川県 たかひら

13002415 B 興津 政明 川端　朋子 静岡県 スマイル

13002825 Ａ 岡本 圭祐 塚越　あみ 愛知県 ＤＳＴソワール

13000112 Ｂ 松下  茂 松下　知英子 無所属 無所属

13000564 B 松本 郁雄 鈴木  京子 静岡県 ＤＳハヤシ

13000791 Ｂ 鳥居　秀明 鳥居　ひろみ 無所属 無所属

13001098 Ｂ 前田  秀明 前田  輝代 三重県 コクボＤＳ

13001170 Ｂ 諏訪  譲 設楽　恵子 無所属 無所属

13001337 Ｂ 野本  正次 西  きよみ 愛知県 ツゲヨシヒロ

13001344 Ｂ 古川 憲男 吉田  幸子 愛知県 ツゲヨシヒロ

13001477 Ｂ 熊谷  裕英 新井  幸子 静岡県 岡ダンス

13001511 Ｂ 山下 恭男 山下  美恵子 静岡県 ＫＳ・ダンス

13001664 Ｂ 田下  和彦 田下  良子 石川県 たかひら

13001684 Ｂ 下村 卓也 野村　泉水 三重県 コクボＤＳ

13001831 Ｂ 櫻井　裕幸 緑川　知子 愛知県 アオヤギＤＳ

13001921 Ｂ 安藤 安夫 上野　清美 愛知県 ＥＧＡＷＡ

13001960 Ｂ 加藤 綱夫 加藤  和代 無所属 無所属

13002039 Ｂ 古後 文博 古後  昌美 愛知県 ＤＳフナコシ

13002045 Ｂ 室谷 起志 大島　麻里子 富山県 ＤＳイソベ

13002072 Ｂ 島田  崇 小副川　敦子 愛知県 ツゲヨシヒロ

アマラテンＡ級

アマラテンＢ級



13002119 Ｂ 戸田 かずお 本田  まさこ 愛知県 IKEDA 

13002253 B 吉田  泰規 宮田　洋子 岐阜県 ワタナベＤＣ

13002292 Ｂ 藤井  忠司 藤井　千晶 石川県 たかひら

13002341 Ｂ 田上 勝詞 井波　万代 富山県 東爪ＤＳ

13002415 B 興津 政明 川端　朋子 静岡県 スマイル

13002652 Ｂ 山田 広明 大野　久美子 岐阜県 ナガナワ

13002662 Ｂ 仙石 敏也 仙石　京子 岐阜県 ＧＳオカムラ

13002864 Ｃ 古市 雅久 杉山　晴美 愛知県 ﾌｸｲｹﾝｼﾞＤＡ

13003262 Ｂ 三原　朋隼 足立　朋子 愛知県 ＤＳＴソワール

13003367 C 林　巧 林　理恵 福井県 松宮ＤＳＴ

13000859 Ｃ 柴木 勝 津端  英子 愛知県 ツゲヨシヒロ

13000896 Ｃ 浅田 年司 鈴木  啓子 静岡県 岡ダンス

13000935 Ｃ 大林 茂樹 大林　公子 静岡県 ＤＳハヤシ

13001001 Ｃ 小川 晴美 小川  初美 富山県 水野ダンス

13001079 Ｃ 小森 髙士 光永　禮子 静岡県 ＤＳハヤシ

13001102 Ｃ 森 正吉 戸塚　八重子 静岡県 イシカワ

13001191 Ｃ 奥川  幸男 桜井  幸子 石川県 ビクトリー

13001349 Ｃ 中東 秀夫 中東  真知子 三重県 ヒサムラ津

13001387 Ｃ 山本 三郎 塩谷　博美 静岡県 イソベダンス

13001411 Ｃ 澄野 久生 澄野  由紀子 三重県 ヒサムラ津

13001489 Ｃ 佐々木 保正 佐野　春美 富山県 高岡ＤＳＴ

13001490 C 木下  定男 平嶋　喜子 福井県 明宝ＤＳ

13001633 Ｃ 鈴木  雅之 鈴木  英子 静岡県 ＤＳハヤシ

13001670 Ｃ 田内 雅也 田内　久美子 岐阜県 ワタナベＤＣ

13001732 C 岩本 彦次郎 岡田　千鶴子 福井県 吉川ダンス

13001761 Ｃ 中島  良紀 中島  房尾 無所属 無所属

13001980 Ｃ 谷口 実 佐藤  美知枝 福井県 松宮ＤＳＴ

13002012 Ｃ 岡 義行 岡  京子 三重県 ヒサムラ津

13002013 Ｃ 赤塚  満廣 浜野  輝子 三重県 オオツカＤＳ

13002016 Ｃ 立花 美実 近藤  やす子 静岡県 イトーダンス

13002122 Ｃ 三嶋 文良 三嶋  喜美子 岐阜県 ワタナベＤＣ

13002123 Ｃ 酒井 松治 高橋　雅子 岐阜県 アキタトシオＤＳ

13002141 Ｃ 川部 高 川部  和子 無所属 無所属

13002150 Ｃ 長江 信雄 大石　るみ子 愛知県 近藤ダンス

13002195 Ｃ 猪俣 義治 作川  知美 石川県 関ダンス

13002256 Ｃ 米山  俊男 米山　妙子 静岡県 イトーダンス

13002260 Ｃ 植田 英之 植田　加奈子 静岡県 スイング

13002296 Ｃ 小関 憲三 加藤　幸子 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

アマラテンＣ級



13002355 Ｃ 木下 純一 杉村　和世 愛知県 ＤＳフナコシ

13002421 Ｃ 山下  治雄 竹久　公美 石川県 ビクトリー

13002430 Ｃ 高山 研一 高山　美幸 富山県 トナミＤＳ

13002456 Ｃ 柴田 宏二 朴　英淑 無所属 無所属

13002541 Ｃ 岡本 孝夫 小林　はつ代 静岡県 野中ＤＳ

13002720 C 堀　保之 高井　一代 岐阜県 アキタトシオＤＳ

13002863 Ｃ 北川 栄一 結城　百合子 福井県 松宮ＤＳＴ

13002864 Ｃ 古市 雅久 杉山　晴美 愛知県 ﾌｸｲｹﾝｼﾞＤＡ

13002887 C 佐藤 吉彦 佐藤　真理子 三重県 ナカイＤＳ

13002889 Ｃ 宮本 好夫 宮本　雅子 三重県 ナカイＤＳ

13002933 Ｃ 新井 龍雄 小川　一恵 富山県 東爪ＤＳ

13003014 Ｃ 松岡 憲雄 松岡　千恵子 岐阜県 ワタナベＤＣ

13003032 Ｃ 武田 俊則 富田　裕子 静岡県 ＤＳハヤシ

13003062 Ｃ 林 良和 林　けい子 富山県 トナミＤＳ

13003097 C 石川　隆輝 桜田　峯子 愛知県 ロマンＤＳ

13003244 Ｃ 長清　篤史 長清　久美子 石川県 関ダンス

13003312 C 多治見　伸好　高橋　洋子 他団体 他団体

13003353 C 加藤 忠幸 高田 千賀子 岐阜県 ワタナベＤＣ

13003358 C 青木　崇佳 加藤　久子 愛知県 ＥＧＡＷＡ

13003367 C 林　巧 林　理恵 福井県 松宮ＤＳＴ

13003702 C 河野　智計 河野　典子 富山県 東爪ＤＳ

13003740 C 井黒　達憲 小野木　梨衣 石川県 DSTミヤザキ

13000920 Ｄ 増永  勇 守  清子 福井県 明宝ＤＳ

13001754 Ｄ 庄古 雅昭 庄古  明美 静岡県 ＫＳ・ダンス

13002032 Ｄ 赤塚  敬造 小野　つや子 岐阜県 ワタナベＤＣ

13002095 Ｄ 伊藤 成輝 葛原  ゆき子 愛知県 ツゲヨシヒロ

13002172 Ｄ 山北  賢司 葛城　幸美 岐阜県 ワタナベＤＣ

13002199 Ｄ 伊藤 博幸 小林  佳恵 愛知県 DSp豊橋

13002208 Ｄ 澤木 貞夫 澤木  艶子 岐阜県 ＧＳオカムラ

13002218 Ｄ 杉本  光賢 小野寺　輝子 静岡県 ＤＳハヤシ

13002230 Ｄ 浜野 光男 若杉　しづ枝 愛知県 ロマンＤＳ

13002313 Ｄ 林  清泰 林　つや子 福井県 明宝ＤＳ

13002428 D 天野 雅仁 天野  庸子 愛知県 ＤＳＴソワール

13002452 Ｄ 朽原 豊 朽原　元子 無所属 無所属

13002571 Ｄ 仲保 道雄 渡辺　幸子 無所属 無所属

13002624 Ｄ 中川 重雄 中川　ゆり 三重県 ナカイＤＳ

13002630 Ｄ 井上 哲男 井上　登志子 愛知県 新東海ダンス

13002841 Ｄ 山下 照夫 上野　加代美 無所属 無所属

13002905 Ｄ 後藤  博光 端谷　弘子 無所属 無所属

13003012 D 野々山　勝利 鶴見　裕子 愛知県 イケダＤＳ

アマラテンＤ級



13003060 D 杉岡 芳徳 田中　みすず 愛知県 ＤＳＴトゥービー

13003242 D 高本　隆 高本　公子 石川県 Ｊ＆Ｋ

13003256 Ｄ 河村　正幸 坂下　みつ子 岐阜県 平光ダンス

13003318 Ｄ 洞田　勝 勝又　啓子 愛知県 ロマンＤＳ

13003339 D 上拾石　篤海 上拾石智世子 無所属 無所属

13003361 D 横山　訓之 横山　美世子 岐阜県 ワタナベＤＣ

13001805 Ｅ 横山　清三 永野　つや子 三重県 白バラDK

13002582 Ｅ 松島 成利 松島　千枝子 三重県 ヒサムラ津

13002816 Ｅ 安達　東 仙石　利子 岐阜県 谷口ＤＳ

13002865 Ｅ 吉川　登 南　時子 石川県 たかひら

13003214 Ｅ 江坂　嘉彦 江坂　久美子 愛知県 ロマンＤＳ

13003233 E 松山 友成 木本　菜多里 石川県 Ｊ＆Ｋ

13003290 E 松平  国雄 松平  明美 石川県 ＤＳＴミヤザキ

13003309 E 吉本　章男 綾瀬　しのぶ 石川県 Ｊ＆Ｋ

13003322 E 尾関　美智則 尾関　ふみ子 岐阜県 ワタナベＤＣ

13003371 Ｅ 南　宏 西田　ひろみ 石川県 金沢ダンス

13003395 E 城崎　円 中村　志津江 福井県 新生ＤＫ

13003711 E 藤浪　辰夫 橋本　タエ子 岐阜県 アキタトシオＤＳ

13003723 E 藤井　龍也 庄司　静江 無所属 無所属

13003028 F 大塚 竹芳 大塚　矢重子 岐阜県 長良ダンス

13003268 Ｆ 飯田　明 中山　頼子 無所属 無所属

13003298 Ｆ 米川　正光 黒田　敬子 三重県 丸之内DK

13003308 F 尾花　健一 武藤　正枝 福井県 カモタケシＤ

13003397 F 石岡　仁 古川　秀子 岐阜県 ワタナベＤＣ

13003732 F 森　太郎 森下　みち子 福井県 フェニックス

13003738 F 水谷　登 河村　師子 岐阜県 ワタナベＤＣ

13000132 Ａ 篠田 勉 篠田　雅美 富山県 水野ダンス

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

13000704 Ａ 山崎  正彦 名木  美栄子 石川県 ＤＳＴ福浦

13000920 Ｂ 増永  勇 守  清子 福井県 明宝ＤＳ

13001098 Ｂ 前田  秀明 前田  輝代 三重県 コクボＤＳ

13001117 Ａ 倉内  隆 大島　すみゑ 岐阜県 アキタトシオＤＳ

13001158 Ｂ 鈴木  利幸 美和　とみ子 静岡県 ナグラＤＳＴ

13001169 Ａ 大河内 譲 大河内久美代 無所属 無所属

13001387 Ｂ 山本 三郎 塩谷　博美 静岡県 イソベダンス

アマ・シニア・スタンダードＡ級

アマラテンＥ級

アマラテンＦ級



13001477 B 熊谷  裕英 新井  幸子 静岡県 岡ダンス

13001684 Ｂ 下村 卓也 野村　泉水 三重県 コクボＤＳ

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

13001980 Ｂ 谷口 実 佐藤  美知枝 福井県 松宮ＤＳＴ

13002048 Ｂ 藤田 邦男 前田　真智子 福井県 松宮ＤＳＴ

13002112 A 平野  弘治 平野  克美 岐阜県 ワタナベＤＣ

13002137 Ｂ 今江  淳映 坂井　宏子 石川県 Ｊ＆Ｋ

13002421 B 山下  治雄 竹久　公美 石川県 ビクトリー

13002472 Ｂ 清水 義之 豆田　真由美 静岡県 ワタナベＤＳ

13002536 B 町田 誠吾 近藤　れい子 愛知県 ＤＳＴソワール

13002845 Ｂ 安井 一史 安井　充子 愛知県 ナゴヤＤＷ

13002863 Ｂ 北川 栄一 結城　百合子 福井県 松宮ＤＳＴ

13002876 Ａ 吉田 浩司 前田　朝美 石川県 ＤＳＴ福浦

13003223 B 田辺　清次 横井　みどり 愛知県 ＤＳＴソワール

13000859 Ｃ 柴木 勝 津端  英子 愛知県 ツゲヨシヒロ

13001102 C 森 正吉 戸塚　八重子 静岡県 イシカワ

13001360 Ｃ 津坂  一夫 倉知  和子 愛知県 アオヤギＤＳ

13001411 Ｃ 澄野 久生 澄野  由紀子 三重県 ヒサムラ津

13001429 C 小川  義博 久保田美佐子 岐阜県 ＤＳイワモト

13001490 C 木下  定男 平嶋　喜子 福井県 明宝ＤＳ

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

13001899 Ｃ 森岡 増也 森岡  富子 無所属 無所属

13001937 Ｃ 筧  博 菱川　愛子 無所属 無所属

13002016 Ｃ 立花 美実 近藤  やす子 静岡県 イトーダンス

13002095 D 伊藤 成輝 葛原  ゆき子 愛知県 ツゲヨシヒロ

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

13002196 C 西野  義隆 若杉  かをる 石川県 関ダンス

13002216 C 髙松 俊夫 野原　秋子 富山県 水野ダンス

13002256 D 米山  俊男 米山　妙子 静岡県 イトーダンス

13002340 Ｃ 石川 拓也 石川　直美 富山県 トナミＤＳ

13002365 Ｃ 砂子田　哲夫 西田　春美 無所属 無所属

13002392 D 菊地 敏彦 菊地　あつ子 愛知県 ロマンＤＳ

13002415 D 興津 政明 川端　朋子 静岡県 スマイル

13002422 C 茶谷 文也 大田　ふみ 石川県 ビクトリー

13002452 Ｃ 朽原 豊 朽原　元子 無所属 無所属

アマ・シニア・スタンダードＣＤ級



13002466 Ｃ 後藤 喜章 櫻井　光枝 静岡県 スマイル

13002571 C 仲保 道雄 渡辺　幸子 無所属 無所属

13002574 C 伊藤 修 篠田　喜美子 岐阜県 GSオカムラ

13002582 C 松島 成利 松島　千枝子 三重県 ヒサムラ津

13002624 Ｃ 中川 重雄 中川　ゆり 三重県 ナカイＤＳ

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

13002700 Ｃ 手島 勝利 手島　紀久子 愛知県 ロマンＤＳ

13002702 Ｃ 福嶋 幸夫 森田　葉子 静岡県 DSハヤシ

13002721 Ｄ 尾崎 誠 尾崎　典子 愛知県 田川ＤＳ

13002725 Ｃ 町野 好博 町野　初枝 岐阜県 塚越ＤＳ

13002872 Ｃ 勝野 功 勝野　よう子 岐阜県 GSオカムラ

13002914 C 柴田 富造 柴田　幸 岐阜県 GSオカムラ

13003027 Ｃ 高鷲 民生 高鷲　由子 愛知県 ﾌｸｲｹﾝｼﾞＤＡ

13003043 D 村山 義春 村山　啓子 三重県 オオツカＤＳ

13003060 C 杉岡 芳徳 田中　みすず 愛知県 ＤＳＴトゥービー

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

13003260 C 高辻　健三 吉村　瑞江 石川県 関ダンス

13003298 D 米川　正光 黒田　敬子 三重県 丸之内DK

13003302 D 小野田　博 小野田　都 静岡県 藤枝ＤＡ

13000859 Ｃ 柴木 勝 津端  英子 愛知県 ツゲヨシヒロ

13000896 Ｃ 浅田 年司 鈴木  啓子 静岡県 岡ダンス

13001191 Ｃ 奥川  幸男 桜井  幸子 石川県 ビクトリー

13001387 Ｃ 山本 三郎 塩谷　博美 静岡県 イソベダンス

13001950 Ｃ 石川  克巳 丹羽　三千代 愛知県 ＥＧＡＷＡ

13002199 Ｄ 伊藤 博幸 小林  佳恵 愛知県 DSp豊橋

13002316 Ｃ 若林 庄二 三嶋　百合子 岐阜県 ワタナベＤＣ

13002421 Ｃ 山下  治雄 竹久　公美 石川県 ビクトリー

13002466 Ｃ 後藤 喜章 櫻井　光枝 静岡県 スマイル

13002887 C 佐藤 吉彦 佐藤　真理子 三重県 ナカイＤＳ

13002889 Ｃ 宮本 好夫 宮本　雅子 三重県 ナカイＤＳ

13000466 A 銭谷  隆詞 銭谷  幸江 石川県 たかひら

13000758 Ａ 山内  好男 浅野　文子 岐阜県 タナハシＤＳ

13000930 Ａ 笹木  憲一 真井　芳子 石川県 今泉ダンス

13001019 Ａ 酒井 一男 芝田  真知子 福井県 明宝ＤＳ

13001058 B 小島 義正 稲吉　和美 岐阜県 アキタトシオＤＳ

アマ・シニア・ラテンアメリカンＣＤ級

アマ・Ｇシニア・スタンダードＡＢ級



13001079 A 小森 髙士 光永　禮子 静岡県 ＤＳハヤシ

13001094 Ａ 伊藤 直彦 伊藤  龍子 岐阜県 ＧＳオカムラ

13001169 B 大河内 譲 大河内久美代 無所属 無所属

13001308 Ａ 野村 和夫 西脇　良子 岐阜県 ＤＳイワモト

13001336 Ａ 杉山 久八 渥美  厚子 三重県 ヒサムラ津

13001340 Ａ 深津 悦生 杉井  和子 他団体 他団体

13001366 Ａ 山名 敬一 山田　京子 岐阜県 アキタトシオＤＳ

13001498 Ｂ 西野  龍男 西野  美恵子 愛知県 ﾌｸｲｹﾝｼﾞＤＡ

13001544 A 東  昇一 嶋  澄江 石川県 金沢ダンス

13001592 Ａ 林 知弘 林  やよい 愛知県 アオヤギＤＳ

13001601 A 河部 猛 宮嶋 かよ子 岐阜県 アキタトシオＤＳ

13001616 Ａ 浦川  卓嗣 浦川  悦子 無所属 無所属

13001657 Ｂ 福富  信親 横井  ふみ子 愛知県 アオヤギＤＳ

13001729 Ｂ 川喜田 幹雄 山舗　恵美子 三重県 ヒサムラ津

13001779 Ａ 前川 義雄 平野  由紀 福井県 ローズＤＫ

13001844 Ａ 浅野 宏一 高橋　節子 福井県 吉川ダンス

13001981 Ａ 小形 完治 松井　美代子 無所属 無所属

13001995 Ａ 伊藤 いさお 伊藤  あけみ 愛知県 ロマンＤＳ

13002007 Ａ 佐藤 文昭 佐藤　豊子 愛知県 ＥＧＡＷＡ

13002012 Ａ 岡 義行 岡  京子 三重県 ヒサムラ津

13002021 Ａ 山口 壽一 田仲　れい子 福井県 明宝ＤＳ

13002125 A 開発 邦保 串田　清美 富山県 東爪ＤＳ

13002238 Ａ 湊口 要 吉崎　由美子 富山県 高岡ＤＳＴ

13002262 Ａ 永野 進 松下　栄美子 石川県 ＤＳＴ福浦

13002299 Ａ 阿折  良二 阿折  照子 富山県 水野ダンス

13002355 Ｂ 木下 純一 杉村　和世 愛知県 ＤＳフナコシ

13002541 Ａ 岡本 孝夫 小林　はつ代 静岡県 野中ＤＳ

13002582 B 松島 成利 松島　千枝子 三重県 ヒサムラ津

13002583 Ａ 川端 利夫 川端　和子 富山県 ＤＳイソベ

13002701 Ａ 田中 雄二 志麻　由布子 富山県 フカイＤＳ

13002831 Ｂ 近藤 貞司 近藤　知子 愛知県 IKEDA 

13002836 Ａ 小谷 良太郎 小谷　由紀子 無所属 無所属

13002882 B 前田 徹 前田　千代美 愛知県 アオヤギＤＳ

13003028 Ｂ 大塚 竹芳 大塚　矢重子 岐阜県 長良ダンス

13000896 C 浅田 年司 鈴木  啓子 静岡県 岡ダンス

13001508 C 大塚  智啓 大塚  照子 岐阜県 アキタトシオＤＳ

13001882 C 小澤 清成 梅田　美里 愛知県 アオヤギＤＳ

13001969 C 森下 泉 松野  かよ子 無所属 無所属

13002353 C 斉藤 京司 斉藤　桂子 無所属 無所属

13002449 Ｃ 鎌田 芳郎 鎌田　弥生 愛知県 近藤ダンス

アマ・Ｇシニア・スタンダードＣＤ級



13002648 C 清水 巳良 岩坂　美智子 岐阜県 平光ダンス

13002678 Ｃ 犬塚 孝行 三ツ矢　育子 愛知県 旭ダンス

13002703 Ｃ 青島 靖幸 青島　千恵子 静岡県 山口ダンス

13002828 Ｄ 西村 登 西村　第子 愛知県 アオヤギＤＳ

13002885 Ｄ 藤井　勇 半田　恵美子 三重県 ヒサムラ四

13003022 Ｄ 相曽　明 小池　やす子 静岡県 ツチヤＤＳ

13003214 D 江坂　嘉彦 江坂　久美子 愛知県 ロマンＤＳ

13003249 Ｃ 松川　悟 本田　紀美子 岐阜県 ＧＳオカムラ

13003298 D 米川　正光 黒田　敬子 三重県 丸之内DK

13001102 Ｂ 森 正吉 戸塚　八重子 静岡県 イシカワ

13001191 Ｂ 奥川  幸男 桜井  幸子 石川県 ビクトリー

13001411 Ｂ 澄野 久生 澄野  由紀子 三重県 ヒサムラ津

13001950 B 石川  克巳 丹羽　三千代 愛知県 ＥＧＡＷＡ

13002012 Ｂ 岡 義行 岡  京子 三重県 ヒサムラ津

13002353 Ｂ 斉藤 京司 斉藤　桂子 無所属 無所属

13002355 Ｂ 木下 純一 杉村　和世 愛知県 ＤＳフナコシ

13002376 Ｃ 松岡 栄次 榊原　久 愛知県 ＤＳＴソワール

13002541 Ｂ 岡本 孝夫 小林　はつ代 静岡県 野中ＤＳ

13002889 Ｂ 宮本 好夫 宮本　雅子 三重県 ナカイＤＳ

13003014 Ｂ 松岡 憲雄 松岡　千恵子 岐阜県 ワタナベＤＣ

アマ・Ｇシニア・ラテンアメリカンＢＣ級


