
２０１２年 中部日本ダンス選手権大会

５種目 47 　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 備考
03000004 Ａ 村田  政志 村田  祐子 静岡県 ムラタＤＳ
03000045 Ｂ 稲原  孝一 稲原  園子 静岡県 イナハラＤＳ
03000052 Ａ 牧野  智弘 牧野  淳子 静岡県 ＤＳマキノ
03000053 B 図子  平 図子  直美 静岡県 図子平ＤＳ
03000088 Ａ 阿南  博通 横堀　恵 静岡県 ＤＷパレス
03000092 Ｂ 渡辺 一彦 杉原  緑 愛知県 一彦ＤＳＴ
03000164 Ａ 石川  俊夫 鈴木  早苗 静岡県 イシカワＤＳ
03000178 Ａ 青田　 一 青田  正代 静岡県 ツチヤＤＳ
03000190 Ａ 伊藤  頼彦 伊藤  美雪 静岡県 イトーＤＳ
03000195 Ａ 築地  宏明 築地  慶野 静岡県 TSUKIJＩ
03000212 Ａ 森  智広 森  美由紀 静岡県 大石ＤＳ
03000240 Ａ 千賀  実 伊藤  寛子 愛知県 沢上ムライ
03000243 Ｃ 吉満  正 寺田　由利 愛知県 アオヤギＤＳ
03000247 B 角谷  智三 田中  美鈴 岐阜県 スミヤＳＤＣ
03000258 Ａ 大石  靖長 勝見　茄矢 静岡県 大石ＤＳ
03000259 Ａ 松宮  真令 辻  ひとみ 福井県 松宮ＤＳＴ
03000305 Ａ 浜野  義広 浜野  智子 愛知県 アオヤギＤＳ
03000316 Ａ 松浦 真吾 岡　ひろみ 愛知県 ＤＳＴソワール
03000330 Ａ 山本 章絡 池田  有妃 愛知県 山本かおる
03000332 A 大塚　裕倫 大塚　摩緯 愛知県 ソワール
03000333 A 糸川  雅朗 糸川  孝子 三重県 おわせ糸川ＤＫ
03000346 Ａ 山本  純一郎 田上　佳代子 愛知県 山本かおる
03000350 Ａ 上田 信夫 上田　千佳 静岡県 ツチヤＤＳ
03000356 A 渡辺  智晴 渡辺　広子 愛知県 ＤＳＴトｳービー
03000358 Ａ 半田 英太郎 北村  恵理 愛知県 ミツイＤＳ
03000361 Ａ 江川  幸生 瀬古 眞沙美 愛知県 ＥＧＡＷＡ
03000368 Ａ 宮嶋  憲文 宮嶋  朋子 愛知県 イケダＤＳ
03000377 Ａ 三浦 和弥 大池  朋子 静岡県 ツチヤＤＳ
03000381 Ａ 生田 和也 馬場  美貴子 愛知県 ＤＳｐ豊橋
03000387 B 市村 幸一 市村　有里 石川県 ＤＳＴイチムラ
03000395 Ｂ 尾島  俊樹 酒井　悦子 愛知県 フォレストDA
03000422 Ａ 谷村 正人 谷村　圭子 富山県 水野ダンス
03000423 Ｂ 古川 浩之 森坂　恵吏 愛知県 ＤＳＴソワール
03000431 Ｂ 内藤 高行 内藤　統子 静岡県 藤枝ＤＡ
03000440 Ａ 永井 謙作 伊藤　依子 静岡県 ＫＹナガイ
03000442 Ｂ 山崎 雅則 小澤　恵美 愛知県 ＥＧＡＷＡ
03000449 A 都築 順也 都築　麻美 愛知県 ハッピィーＤＫ
03000451 Ａ 伊藤 芳浩 久村　祥子 愛知県 ＳＤＴイトウ
03000459 Ｂ 本田　豊 伊藤　麻由 愛知県 IKEDA
03000460 B 寺松 義光 七谷　静佳 石川県 関ダンスＳ
03000461 A 河合 秀近 鈴木　麻里 愛知県 山本かおる
03000463 Ａ 山口 直紀 吉村　安矢 愛知県 IKEDA
03000468 Ａ 宮崎　英臣 宮崎　英恵 石川県 ミヤザキ
03000472 A 久保田 親 渡邉　智美 岐阜県 ワタナベＤＣ
03000491 B 大村　尊 松田　友恵 静岡県 大石DS
03000497 C 福井　真二 福井　美香 愛知県 日進ＤＫ
03001228 Ａ 太田 浩也 太田  郁代 福井県 ローズＤＫ

　　プロ・スタンダード　選手権
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５種目 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 備考
13000037 Ｂ 杉山 典克 杉山  美子 静岡県 ＤＳハヤシ
13000314 Ａ 山田 重之 山田  麻美子 三重県 コクボＤＳ
13001098 Ｂ 前田  秀明 前田  輝代 三重県 コクボＤＳ
13001684 Ｂ 下村 卓也 野村　泉水 三重県 コクボＤＳ
13001742 Ａ 木村　和也 木村  栄子 愛知県 アオヤギＤＳ
13001979 Ａ 山田 進 山田  詠香 愛知県 ロマンＤＳ
13002707 Ａ 安藤 貴洋 大門　彩子 愛知県 アオヤギＤＳ
13002918 Ａ 宇野　竜弘 山田　麻衣 愛知県 アオヤマ
13003073 A 澤　知也 内田　沙樹 愛知県 ミツイＤＳ
13003075 B 青山　直樹 伊丹　やよい 無所属 無所属
13003219 A 林　祐輝 小川　佳苗 愛知県 ミツイＤＳ
13003277 B 藤川　拓 川嶋　美和 三重県 丸之内DK
13003284 B 三浦　大司 稲村　一美 愛知県 道場塚本
13003347 B 白河　雅啓 大久保　絢乃 愛知県 アオヤギＤＳ
13003356 A 押田　章利 佐橋　愛子 愛知県 ミツイＤＳ
13003364 B 手塚　順一 野木　麻名美 静岡県 サカモト
13003382 B 吉田　陵平 近藤　菜月 学連 中部学連
13003385 A 谷口　兼一 小川　綾香 愛知県 ＤＣアオヤマ
13003705 B 中西　宣貴 中西　晏理 三重県 ナカイＤＳ
13003726 B 小縁　大貴 田中　沙織 学連 中部学連
13003763 B 櫻庭　幸哉 原　さつき 学連 中部学連
13003764 B 田川　貴一 渡部　世良 学連 中部学連

　　アマ・ラテンアメリカン　選手権
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Ｔ・Ｑ 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 備考
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
13000314 Ａ 山田 重之 山田  麻美子 三重県 コクボＤＳ
13000367 B 佐合  孝史 佐合  知子 愛知県 沢上ムライ
13000550 A 鈴木 敏正 松浦　清子 静岡県 大石ＤＳ
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
13001169 Ａ 大河内 譲 大河内久美代 無所属 無所属
13001326 A 上野  賢一 上野  由美子 富山県 ＤＳイソベ
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
13002112 A 平野  弘治 平野  克美 岐阜県 ワタナベＤＣ
13002488 B 伊原　充良 清水　香保里 静岡県 ＤＷパレス
13002662 A 仙石 敏也 仙石　京子 岐阜県 ＧＳオカムラ
13002819 A 名和 安彦 林　仁美 岐阜県 ＧＳオカムラ
13003081 Ｂ 塚本　大地 間瀬　多美 愛知県 ヒサムラＤＳ
13003245 Ａ 山北 真也 矢野　彩芽 愛知県 ＥＧＡＷＡ
13003283 A 高木　克之 傍島　輝美 岐阜県 ワタナベＤＣ
13003323 A 高木　学 高木　恵子 岐阜県 ワタナベＤＣ

Ｗ 68 　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 備考
13000037 Ｂ 杉山 典克 杉山  美子 静岡県 ＤＳハヤシ
13000260 Ｂ 辻田  昌三 辻田  寿子 岐阜県 アキタトシオ
13000367 B 佐合  孝史 佐合  知子 愛知県 沢上ムライ
13000564 Ｂ 松本 郁雄 鈴木  京子 静岡県 ＤＳハヤシ
13000737 B 根嵜 有次 根嵜  さかゑ 愛知県 ヒサムラＤＳ
13000744 B 太田  君男 太田  美幸 愛知県 ヒサムラＤＳ
13000791 B 鳥居　秀明 鳥居　ひろみ 無所属 無所属
13000935 B 大林 茂樹 大林　公子 静岡県 ＤＳハヤシ
13001077 B 船原 千佳史 船原  みな子 愛知県 山本かおる
13001079 Ｂ 小森 髙士 森田　葉子 静岡県 ＤＳハヤシ
13001098 B 前田  秀明 前田  輝代 三重県 コクボＤＳ
13001112 Ｂ 西沢 暢章 松原  啓子 岐阜県 ＤＡヒロセ
13001308 Ｂ 野村 和夫 西脇　良子 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
13001340 Ｂ 深津 悦生 杉井  和子 無所属 無所属
13001421 B 後藤　武彦 後藤　京子 愛知県 アオヤギＤＳ
13001431 Ｂ 渡辺  希男 奥村  洋子 無所属 無所属
13001498 B 西野  龍男 西野  美恵子 愛知県 ﾌｸｲｹﾝｼﾞＤＡ
13001535 Ｂ 佐脇　法雄 佐脇  洋子 愛知県 ロマンＤＳ
13001601 Ｂ 河部 猛 宮嶋 かよ子 岐阜県 アキタトシオ
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
13001759 Ｂ 川上 信敏 川上  勝枝 静岡県 スマイル
13001766 B 石倉 平五 山本  久子 無所属 無所属
13001778 B 戸田 功 戸田  美加子 無所属 無所属
13001779 C 前川 義雄 平野  由紀 福井県 フェニックス
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

　　アマ・スタンダード　Ｂ　級

　　アマ・スタンダード　Ａ　級
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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 斉藤　里見 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
13001999 B 塚本 拡 近藤　久美 愛知県 フクイケンジ
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
13002021 B 山口 壽一 田仲　れい子 福井県 明宝ＤＳ
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
13002055 Ｂ 岸田 豊 岸田  多美子 静岡県 ツチヤＤＳ
13002069 B 吉内　彰一 松野　陽子 無所属 無所属
13002084 Ｂ 佐橋 隆弘 野倉　順子 岐阜県 ＧＳオカムラ
13002086 Ｂ 河村  明偉 奈須  加代子 愛知県 沢上ムライ
13002096 B 須藤 進 小西　典子 三重県 ヒサムラ四
13002123 B 酒井 松治 高橋　雅子 岐阜県 アキタトシオ
13002166 B 野嶋 政宏 野嶋  初江 静岡県 スマイル
13002173 B 岡田 悟 山下  和子 岐阜県 ＤＳイワモト
13002195 Ｃ 猪俣 義治 作川  知美 石川県 関ダンス
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
13002260 Ｂ 植田 英之 植田　加奈子 静岡県 スイング
13002300 Ｂ 青出  正男 青出　美津子 富山県 水野ダンス
13002416 B 岡田　裕樹 寺本　博子 愛知県 小松ダンス
13002432 B 松葉 建夫 千垣内　清美 岐阜県 ＤＳイワモト
13002471 B 伊藤 晴宣 伊藤　三枝子 無所属 無所属
13002488 B 伊原　充良 清水　香保里 静岡県 ＤＷパレス
13002541 Ｂ 岡本 孝夫 小林　はつ代 静岡県 野中ＤＳ
13002583 Ｂ 川端 利夫 川端　和子 富山県 ＤＳイソベ
13002689 B 太田 宏 太田　和枝 無所属 無所属
13002715 Ｂ 服部 清 バク　ヨンスク 岐阜県 ＤＡヒロセ
13002727 B 高橋 弘光 鯉江　彩加 愛知県 アオヤギＤＳ
13002884 Ｂ 鈴木 智 鈴木　千鶴 愛知県 ＤＳフナコシ
13003028 B 大塚 竹芳 大塚　八重子 岐阜県 長良ダンス
13003032 B 武田 俊則 富田　裕子 静岡県 ＤＳハヤシ
13003081 Ｂ 塚本　大地 間瀬　多美 愛知県 ヒサムラＤＳ
13003259 B 間宮　圓治 間宮　昌子 愛知県 アオヤギＤＳ
13003358 B 青木　崇佳 加藤　久子 愛知県 ＥＧＡＷＡ
13003364 B 手塚　順一 野木　麻名美 静岡県 サカモト
13003705 B 中西　宣貴 中西　晏理 三重県 ナカイＤＳ

Ｆ 97 　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 備考
13000191 Ｃ 松下 清一 奥宮　信恵 静岡県 スマイル
13000652 Ｃ 牧村  知広 牧村　左枝美 岐阜県 ソシアルＫ
13000859 Ｃ 柴木 勝 津端  英子 愛知県 ツゲヨシヒロ
13000987 Ｃ 本村  幹夫 鈴木　晃子 静岡県 イシカワ
13001207 Ｃ 橋本 一敏 橋本  みづほ 三重県 コクボＤＳ
13001215 C 宇野　武男 山本　恵美子 岐阜県 ＤＳイワモト
13001266 Ｃ 福岡  幹夫 加藤  和子 愛知県 ヒサムラＤＳ
13001268 Ｃ 吉田 恵一 吉田 春子 岐阜県 ワタナベＤＣ
13001333 Ｃ 大久保  正弘 川出  育子 愛知県 ナゴヤＤＷ
13001349 C 中東 秀夫 中東  真知子 三重県 ヒサムラ津
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
13001439 Ｃ 石井  昭雄 石井  啓子 愛知県 ヒサムラＤＳ

　　アマ・スタンダード　Ｃ　級
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13001443 Ｃ 髙木 恒夫 髙木  春子 愛知県 ＥＧＡＷＡ
13001456 Ｃ 河合  博 河合  けい子 無所属 無所属
13001490 Ｃ 木下  定男 平嶋　喜子 福井県 明宝ＤＳ
13001508 Ｃ 大塚  智啓 大塚  照子 岐阜県 アキタトシオ
13001519 Ｃ 仲野 誠次 牧田　美代子 静岡県 ＳＴマーシー
13001524 Ｃ 中島 重紀 村上　いさ子 愛知県 IKEDA 
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
13001637 Ｃ 和田 宅矛 和田　昌代 静岡県 DSハヤシ
13001657 Ｃ 福冨  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
13001779 C 前川 義雄 平野  由紀 福井県 フェニックス
13001845 C 日比野 孝彦 日比野　和代 無所属 無所属
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
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
13001952 C 服部 茂樹 武田　京子 岐阜県 アキタトシオ
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
13002095 C 伊藤 成輝 葛原  ゆき子 愛知県 ツゲヨシヒロ
13002122 Ｃ 三嶋 文良 三嶋  喜美子 岐阜県 ワタナベＤＣ
13002150 Ｃ 長江 信雄 大石　るみ子 愛知県 近藤ダンス
13002165 C 鈴木 武 山岡  小百合 静岡県 ＤＳハヤシ
13002171 Ｃ 遠藤 良吉 長尾　きみゑ 岐阜県 タナハシＤＳ
13002172 C 山北  賢司 葛城　幸美 岐阜県 ワタナベＤＣ
13002187 Ｃ 西本  澄 西本  節子 愛知県 フクイケンジ
13002195 Ｃ 猪俣 義治 作川  知美 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
13002246 C 荒木　隆雄 荒木　けい子 無所属 無所属
13002247 Ｃ 矢田 政久 清水　十四子 無所属 無所属
13002252 Ｃ 服部 秀一 服部　美恵子 岐阜県 ワタナベＤＣ
13002256 Ｃ 米山  俊男 米山　妙子 静岡県 イトーダンス
13002276 Ｃ 橘 幸三 橘　智子 愛知県 近藤ダンス
13002281 Ｃ 大嶋 本嗣 大嶋　美代子 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
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
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
13002367 Ｃ 六鹿 忠孝 原田　美智子 岐阜県 アキタトシオ
13002388 C 松田 正徳 松田　みすず 愛知県 近藤ダンス
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
13002404 Ｃ 森　眞市 坪内　和子 岐阜県 ＤＳイワモト
13002406 Ｃ 神田 勇作 宮崎　香苗 岐阜県 ＤＡヒロセ
13002435 C 甲斐 博文 山崎　信子 岐阜県 ＧＳオカムラ
13002437 Ｃ 内山 一人 内山　真寿美 静岡県 イナハラＤＳ
13002466 Ｃ 後藤 喜章 櫻井　光枝 静岡県 スマイル
13002480 Ｃ 松本 直樹 家城　美智子 三重県 ヒサムラ津
13002559 Ｃ 河村 賢二 保母　伸子 岐阜県 塚越ＤＳ
13002574 C 伊藤 修 篠田　喜美子 岐阜県 GSオカムラ
13002588 Ｃ 森 浩光 森　洋子 三重県 ヒサムラ四
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
13002694 Ｃ 牧村 眞臣 栗本　美鈴 岐阜県 きしのＤＳ
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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
13002725 Ｃ 町野 好博 町野　初枝 岐阜県 塚越ＤＳ
13002728 Ｃ 須藤 久仁夫 山田　茂代 三重県 糸川DＫ
13002862 Ｃ 阿部 喜則 前田　貴美 愛知県 ロマンＤＳ
13002869 Ｃ 水野 和博 竹内　マサ子 愛知県 ＤＳフナコシ
13002882 C 前田 徹 前田　千代美 愛知県 アオヤギＤＳ
13002883 Ｃ 小田 喜久 眞田　優子 三重県 丸之内DK
13002914 Ｃ 柴田 富造 柴田　幸 岐阜県 GSオカムラ
13003012 C 野々山　勝利 鶴見　裕子 愛知県 イケダＤＳ
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 フクイケンジ
13003046 C 原田 英郎 今泉　美香 静岡県 スマイル
13003060 Ｃ 杉岡 芳徳 田中　みすず 愛知県 トゥービー
13003080 Ｃ 大野　恒夫 市川　ちづみ 愛知県 フクイケンジ
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
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
13003318 Ｃ 洞田　勝 勝又　啓子 愛知県 ロマンＤＳ
13003322 C 尾関　美智則 尾関　ふみ子 岐阜県 ワタナベＤＣ
13003340 C 小倉　秀男 宮塚　とよ子 無所属 無所属
13003361 C 横山　訓之 横山　美世子 岐阜県 ワタナベＤＣ
13003699 C 早川　俊之 早川　麻由美 静岡県 ＤＷパレス
13003709 C 中島　彰則 山田　麗子 愛知県 アオヤギＤＳ
13003717 C 中野　弘光 中野　和美 愛知県 ロマンＤＳ
13003778 C 宗宮　清澄 山田　加代子 岐阜県 アキタトシオ

Ｑ 28 　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 備考
13001805 D 横山　清三 永野　つや子 三重県 白バラDK
13001809 E 山崎　現 渡辺　野朱 無所属 無所属
13001920 Ｄ 佐野  実 横山  まり子 福井県 明宝ＤＳ
13002313 D 林　清泰 林　つや子 福井県 明宝ＤＳ
13002360 D 永尾　恵孝 川崎　弥生 岐阜 谷口ＤＳ
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 石黒ＤＳ
13002582 D 松島 成利 松島　千枝子 三重県 ヒサムラ津
13002663 D 小野田 進 葉田　祐子 静岡県 ＳＴマーシー
13002678 Ｄ 犬塚 孝行 三ツ矢　育子 愛知県 旭ダンス
13002693 Ｄ 大田 欽也 大田　ハツ恵 静岡県 ＤＳハヤシ
13002703 Ｄ 青島 靖幸 青島　千恵子 静岡県 山口ダンス
13002720 D 堀　保之 黒沢　和子 岐阜県 アキタトシオ
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
13002827 D 松井　信暁 吉田　直子 愛知県　 ミツイＤＳ
13002887 Ｄ 佐藤 吉彦 佐藤　真理子 三重県 ナカイＤＳ
13002905 D 後藤  博光 端谷　弘子 無所属 無所属
13003056 D 中條　英明 田邉　ナオミ 三重県 ヒサムラ津
13003239 Ｄ 大竹 輝久 鈴木　礼子 愛知県 ＩＫＥＤＡ
13003270 Ｄ 野田　義一 寺本　経子 愛知県 ミツイＤＳ
13003339 D 上拾石　篤海 上拾石智世子 無所属 無所属
13003355 D 水野　敏明 立松　なおみ 三重県 オオツカＤＳ
13003360 D 五島　緑輝 河島　ひろ子 岐阜県 スミヤＳＤＣ
13003392 D 近藤　次郎 近藤　ひとみ 愛知県 ロマンＤＳ
13003721 D 伊藤　春幸 藤田　幸子 岐阜県 GSオカムラ

　　アマ・スタンダード　Ｄ　級
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13003734 D 高島　賢治 星　照子 愛知県 ミツイＤＳ
13003785 D 庭田　益己 田島　賢美 富山県 トナミＤＳ

Ｗ 18 　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 備考
13001804 E 安田　昇 山本　洋子 三重県 ヒサムラ津
13001809 E 山崎　現 渡辺　野朱 無所属 無所属
13002106 E 下里　良輝 下里　光子 愛知県 アオヤギＤＳ
13002577 E 高山　晴一 杉本　真弓 無所属 無所属
13002647 Ｅ 荒川　守 荒川　悦子 愛知県 ＥＧＡＷＡ
13002828 Ｅ 西村 登 西村　第子 愛知県 アオヤギＤＳ
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
13003089 E 梅田　初夫 長谷川　靖子 三重県 糸川ＤＫ
13003264 E 澤西　寛尚 澤西　津喜子 無所属 無所属
13003285 E 松浦　和美 児玉　照子 岐阜県 谷口ＤＳ
13003298 E 米川　正光 黒田　敬子 三重県 丸之内DK
13003315 E 大坪　孝通 大坪　敏子 愛知県 ﾌｸｲｹﾝｼﾞＤＡ
13003336 E 伊藤　正行 高島　洋子 愛知県 西原ＤＳ
13003345 E 塚本 邦夫 加藤　都 愛知県 ＥＧＡＷＡ
13003727 E 八幡　省治 大島　たか子 石川県 ミヤザキ
13003736 E 伏見　隆夫 伏見　亜佐 静岡県 ツチヤＤＳ
13003809 E 渡辺　英昭 渡辺　津多子 無所属 無所属

Ｔ 15 　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 備考
13002283 F 伊藤　兵次 浅井　裕江 愛知県 ロマンＤＳ
13002625 Ｆ 黒木 広宣 遠藤　令子 三重県 ナカイＤＳ
13003052 F 伊藤　久則 藤本　薫 三重県 オオツカＤＳ
13003296 Ｆ 片山　博 長井　洋子 三重県 ヒサムラ津
13003359 Ｆ 中北　寛 川合　恵津子 三重県 ナカイＤＳ
13003715 F 濱地　勲 丸山　信子 三重県 丸之内DK
13003773 F 岩瀬　靖央 古林　美紀子 愛知県 ヒサイズミ
13003780 F 丹野　由博 丹野　雅子 岐阜県 ワタナベＤＣ
13003781 F 野田　義孝 田中　智恵美 岐阜県 ワタナベＤＣ
13003783 F 柴　清隆 柴　節子 富山県 ＤＳイソベ
13003786 F 袴田　啓之 石原　幸子 静岡県 山本ＤＫ
13003794 F 渡邊　茂 成瀬　保子 愛知県 早川ＤＳ
13003796 F 野溝　正清 荒川　婦美子 愛知県 池下ダンス
13003798 F 武部　誠三 桑原　千春 岐阜県 ＤＳイワモト
13003799 F 伊藤　憲治 神谷　知恵子 愛知県 ロマンＤＳ

Ｗ 38 　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 備考
13000037 Ｂ 杉山 典克 杉山  美子 静岡県 ＤＳハヤシ
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
13000737 Ｂ 根嵜 有次 根嵜  さかゑ 愛知県 ヒサムラＤＳ
13000935 B 大林 茂樹 大林　公子 静岡県 ＤＳハヤシ
13001098 Ｂ 前田  秀明 前田  輝代 三重県 コクボＤＳ

　　アマ・スタンダード　Ｆ　級

　　シニア・スタンダード　ＡＢ 級

　　アマ・スタンダード　Ｅ　級
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13001117 Ａ 倉内  隆 大島　すみゑ 岐阜県 アキタトシオＤＳ
13001169 Ａ 大河内 譲 大河内久美代 無所属 無所属
13001326 A 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
13001349 Ｂ 中東 秀夫 中東  真知子 三重県 ヒサムラ津
13001490 B 木下  定男 平嶋　喜子 福井県 明宝ＤＳ
13001603 Ｂ 前川 憲章 前川  れい子 石川県 関ダンス
13001619 B 樋口  勝一 滝  幸子 岐阜県 ワタナベＤＣ
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
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
13001980 Ｂ 谷口 実 佐藤  美知枝 福井県 松宮ＤＳＴ
13002012 Ｂ 岡 義行 岡  京子 三重県 ヒサムラ津
13002013 Ｂ 赤塚  満廣 浜野  輝子 三重県 オオツカＤＳ
13002021 Ｂ 山口 壽一 田仲　れい子 福井県 明宝ＤＳ
13002048 Ｂ 藤田 邦男 前田　真智子 福井県 松宮ＤＳＴ
13002055 Ｂ 岸田 豊 岸田  多美子 静岡県 ツチヤＤＳ
13002069 B 吉内　彰一 松野　陽子 無所属 無所属
13002086 B 河村  明偉 奈須  加代子 愛知県 沢上ムライ
13002096 B 須藤 進 小西　典子 三重県 ヒサムラ四
13002466 B 後藤 喜章 櫻井　光枝 静岡県 スマイル
13002480 Ｂ 松本 直樹 家城　美智子 三重県 ヒサムラ津
13002715 Ｂ 服部 清 バク　ヨンスク 岐阜県 ＤＡヒロセ
13002728 B 須藤 久仁夫 山田　茂代 三重県 糸川DＫ
13002884 Ｂ 鈴木 智 鈴木　千鶴 愛知県 ＤＳフナコシ
13003027 B 高鷲 民生 高鷲　由子 愛知県 フクイケンジ
13003032 B 武田 俊則 富田　裕子 静岡県 ＤＳハヤシ
13003242 B 高本　隆 高本　公子 石川県 Ｊ＆Ｋ
13003259 B 間宮　圓治 間宮　昌子 愛知県 アオヤギＤＳ
13003283 A 高木　克之 傍島　輝美 岐阜県 ワタナベＤＣ

Ｔ 42 　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 備考
13000859 Ｃ 柴木 勝 津端  英子 愛知県 ツゲヨシヒロ
13000987 Ｃ 本村  幹夫 鈴木　晃子 静岡県 イシカワ
13001207 Ｃ 橋本 一敏 橋本  みづほ 三重県 コクボＤＳ
13001215 C 宇野　武男 山本　恵美子 岐阜県 ＤＳイワモト
13001333 Ｃ 大久保  正弘 川出  育子 愛知県 ナゴヤＤＷ
13001411 Ｃ 澄野 久生 澄野  由紀子 三重県 ヒサムラ津
13001524 Ｃ 中島 重紀 村上　いさ子 愛知県 IKEDA 
13001637 Ｃ 和田 宅矛 和田　昌代 静岡県 DSハヤシ
13001845 C 日比野 孝彦 日比野　和代 無所属 無所属
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
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
13002016 Ｃ 立花 美実 近藤  やす子 静岡県 イトーダンス
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
13002187 Ｃ 西本  澄 西本  節子 愛知県 フクイケンジ
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
13002353 Ｃ 斉藤 京司 斉藤　桂子 無所属 無所属
13002404 C 森　眞市 坪内　和子 岐阜県 ＤＳイワモト

　　シニア・スタンダード　ＣＤ　級
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13002559 Ｃ 河村 賢二 保母　伸子 岐阜県 塚越ＤＳ
13002588 Ｃ 森 浩光 森　洋子 三重県 ヒサムラ四
13002625 D 黒木 広宣 遠藤　令子 三重県 ナカイＤＳ
13002700 Ｃ 手島 勝利 手島　紀久子 愛知県 ロマンＤＳ
13002827 D 松井　信暁 吉田　直子 愛知県　 ミツイＤＳ
13002869 C 水野 和博 竹内　マサ子 愛知県 ＤＳフナコシ
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
13003012 C 野々山　勝利 鶴見　裕子 愛知県 イケダＤＳ
13003043 D 村山 義春 村山　啓子 三重県 オオツカＤＳ
13003056 D 中條　英明 田邉　ナオミ 三重県 ヒサムラ津
13003226 Ｃ 石田　実 石田　優子 無所属 無所属
13003239 Ｄ 大竹 輝久 鈴木　礼子 愛知県 ＩＫＥＤＡ
13003296 D 片山　博 長井　洋子 三重県 ヒサムラ津
13003298 D 米川　正光 黒田　敬子 三重県 丸之内DK
13003322 C 尾関　美智則 尾関　ふみ子 岐阜県 ワタナベＤＣ
13003336 D 伊藤　正行 高島　洋子 愛知県 西原ＤＳ
13003709 C 中島　彰則 山田　麗子 愛知県 アオヤギＤＳ
13003734 D 高島　賢治 星　照子 愛知県 ミツイＤＳ
13003736 D 伏見　隆夫 伏見　亜佐 静岡県 ツチヤＤＳ

Ｆ 38 　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 備考
13000191 B 松下 清一 奥宮　信恵 静岡県 スマイル
13000260 Ａ 辻田  昌三 辻田  寿子 岐阜県 アキタトシオ
13000564 Ａ 松本 郁雄 鈴木  京子 静岡県 ＤＳハヤシ
13000930 Ａ 笹木  憲一 真井　芳子 石川県 今泉ダンス
13001077 Ａ 船原 千佳史 船原  みな子 愛知県 山本かおる
13001079 A 小森 髙士 森田　葉子 静岡県 ＤＳハヤシ
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 無所属 無所属
13001349 A 中東 秀夫 中東  真知子 三重県 ヒサムラ津
13001360 Ｂ 津坂  一夫 倉知  和子 愛知県 アオヤギＤＳ
13001498 A 西野  龍男 西野  美恵子 愛知県 ﾌｸｲｹﾝｼﾞＤＡ
13001508 B 大塚  智啓 大塚  照子 岐阜県 アキタトシオ
13001511 B 山下 恭男 山下  美恵子 静岡県 ＫＳ・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
13001616 Ａ 浦川  卓嗣 浦川  悦子 無所属 無所属
13001657 Ｂ 福冨  信親 横井  ふみ子 愛知県 アオヤギＤＳ
13001759 A 川上 信敏 川上  勝枝 静岡県 スマイル
13001952 B 服部 茂樹 武田　京子 岐阜県 アキタトシオ
13001981 Ａ 小形 完治 斉藤　里見 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
13001999 Ａ 塚本 拡 近藤　久美 愛知県 フクイケンジ
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
13002084 A 佐橋 隆弘 野倉　順子 岐阜県 ＧＳオカムラ
13002123 A 酒井 松治 高橋　雅子 岐阜県 アキタトシオ
13002166 A 野嶋 政宏 野嶋  初江 静岡県 スマイル
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
13002624 Ｂ 中川 重雄 中川　ゆり 三重県 ナカイＤＳ
13002725 B 町野 好博 町野　初枝 岐阜県 塚越ＤＳ
13002862 B 阿部 喜則 前田　貴美 愛知県 ロマンＤＳ

　　グランドシニア・スタンダード　ＡＢ　級
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13002882 B 前田 徹 前田　千代美 愛知県 アオヤギＤＳ
13002883 Ｂ 小田 喜久 眞田　優子 三重県 丸之内DK
13002889 Ｂ 宮本 好夫 宮本　雅子 三重県 ナカイＤＳ
13003028 A 大塚 竹芳 大塚　八重子 岐阜県 長良ダンス
13003358 B 青木　崇佳 加藤　久子 愛知県 ＥＧＡＷＡ

Ｗ 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 備考
13001804 D 安田　昇 山本　洋子 三重県 ヒサムラ津
13001805 C 横山　清三 永野　つや子 三重県 白バラDK
13001882 C 小澤 清成 梅田　美里 愛知県 アオヤギＤＳ
13002449 Ｃ 鎌田 芳郎 鎌田　弥生 愛知県 近藤ダンス
13002693 Ｃ 大田 欽也 大田　ハツ恵 静岡県 ＤＳハヤシ
13002703 Ｃ 青島 靖幸 青島　千恵子 静岡県 山口ダンス
13002721 Ｃ 尾崎 誠 尾崎　典子 愛知県 田川ＤＳ
13002816 C 安達　東 仙石　利子 岐阜県 谷口ＤＳ
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
13003056 D 中條　英明 田邉　ナオミ 三重県 ヒサムラ津
13003084 Ｄ 石田　欽一 石田　靖子 愛知県 ＤＳフナコシ
13003264 Ｄ 澤西　寛尚 澤西　津喜子 無所属 無所属
13003298 D 米川　正光 黒田　敬子 三重県 丸之内DK
13003336 D 伊藤　正行 高島　洋子 愛知県 西原ＤＳ
13003355 C 水野　敏明 立松　なおみ 三重県 オオツカＤＳ
13003727 D 八幡　省治 大島　たか子 石川県 ミヤザキ

Ｒ 61 　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 備考
13000564 C 松本 郁雄 鈴木  京子 静岡県 ＤＳハヤシ
13000652 C 牧村  知広 牧村　左枝美 岐阜県 ソシアルＫ
13000859 Ｃ 柴木 勝 津端  英子 愛知県 ツゲヨシヒロ
13000987 Ｃ 本村  幹夫 鈴木　晃子 静岡県 イシカワ
13001207 Ｃ 橋本 一敏 橋本  みづほ 三重県 コクボＤＳ
13001349 Ｃ 中東 秀夫 中東  真知子 三重県 ヒサムラ津
13001411 Ｃ 澄野 久生 澄野  由紀子 三重県 ヒサムラ津
13001490 C 木下  定男 平嶋　喜子 福井県 明宝ＤＳ
13001519 Ｃ 仲野 誠次 牧田　美代子 静岡県 ＳＴマーシー
13001633 Ｃ 鈴木  雅之 鈴木  英子 静岡県 ＤＳハヤシ
13001927 Ｃ 廣瀬  義之 河村  典子 無所属 無所属
13001980 Ｃ 谷口 実 佐藤  美知枝 福井県 松宮ＤＳＴ
13001995 Ｃ 伊藤 いさお 伊藤  あけみ 愛知県 ロマンＤＳ
13001997 C 三鴨 武夫 田渕　美智子 愛知県 アオヤマ
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
13002086 Ｃ 河村  明偉 奈須  加代子 愛知県 沢上ムライ
13002095 Ｃ 伊藤 成輝 葛原  ゆき子 愛知県 ツゲヨシヒロ
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
13002150 Ｃ 長江 信雄 大石　るみ子 愛知県 近藤ダンス
13002165 Ｃ 鈴木 武 山岡  小百合 静岡県 ＤＳハヤシ
13002166 Ｃ 野嶋 政宏 野嶋  初江 静岡県 スマイル
13002172 C 山北  賢司 葛城　幸美 岐阜県 ワタナベＤＣ
13002195 Ｃ 猪俣 義治 作川  知美 石川県 関ダンス
13002260 Ｃ 植田 英之 植田　加奈子 静岡県 スイング

　　グランドシニア・スタンダード　ＣＤ　級

　　アマ・ラテンアメリカン　Ｃ　級
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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
13002355 Ｃ 木下 純一 杉村　和世 愛知県 ＤＳフナコシ
13002392 Ｃ 菊地 敏彦 菊地　あつ子 愛知県 ロマンＤＳ
13002416 C 岡田　裕樹 寺本　博子 愛知県 小松ダンス
13002437 Ｃ 内山 一人 内山　真寿美 静岡県 イナハラＤＳ
13002457 C 石原 良昭 菅　まゆみ 無所属 無所属
13002466 Ｃ 後藤 喜章 櫻井　光枝 静岡県 スマイル
13002480 Ｃ 松本 直樹 家城　美智子 三重県 ヒサムラ津
13002488 C 伊原　充良 清水　香保里 静岡県 ＤＷパレス
13002541 Ｃ 岡本 孝夫 小林　はつ代 静岡県 野中ＤＳ
13002586 D 村田 耕一 萩原 真知穂 三重県 白バラDK
13002624 C 中川 重雄 中川　ゆり 三重県 ナカイＤＳ
13002625 C 黒木 広宣 遠藤　令子 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
13002663 Ｃ 小野田 進 葉田　祐子 静岡県 ＳＴマーシー
13002685 C 佐野　博満 寺島　美知代 岐阜県 ワタナベＤＣ
13002689 Ｃ 太田 宏 太田　和枝 無所属 無所属
13002720 C 堀　保之 黒沢　和子 岐阜県 アキタトシオ
13002727 C 高橋 弘光 鯉江　彩加 愛知県 アオヤギＤＳ
13002862 Ｃ 阿部 喜則 前田　貴美 愛知県 ロマンＤＳ
13002869 Ｃ 水野 和博 竹内　マサ子 愛知県 ＤＳフナコシ
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
13003043 Ｃ 村山 義春 村山　啓子 三重県 オオツカＤＳ
13003046 Ｃ 原田 英郎 今泉　美香 静岡県 スマイル
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
13003318 C 洞田　勝 勝又　啓子 愛知県 ロマンＤＳ
13003358 C 青木　崇佳 加藤　久子 愛知県 ＥＧＡＷＡ
13003361 C 横山　訓之 横山　美世子 岐阜県 ワタナベＤＣ
13003368 C 大谷　光利 井口　京子 静岡県 野中DS
13003699 C 早川　俊之 早川　麻由美 静岡県 ＤＷパレス
13003778 C 宗宮　清澄 山田　加代子 岐阜県 アキタトシオ
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Ｐ 9 　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 備考
13001805 D 横山　清三 永野　つや子 三重県 白バラDK
13001937 D 筧  博 菱川　愛子 無所属 無所属
13002586 D 村田 耕一 萩原 真知穂 三重県 白バラDK
13002887 D 佐藤 吉彦 佐藤　真理子 三重県 ナカイＤＳ
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
13003270 D 野田　義一 寺本　経子 愛知県 ミツイＤＳ
13003339 D 上拾石　篤海 上拾石智世子 無所属 無所属
13003392 D 近藤　次郎 近藤　ひとみ 愛知県 ロマンＤＳ

Ｓ 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 備考
13002106 E 下里　良輝 下里　光子 愛知県 アオヤギＤＳ
13003345 E 塚本 邦夫 加藤　都 愛知県 ＥＧＡＷＡ
13003734 E 高島　賢治 星　照子 愛知県 ミツイＤＳ
13001215 E 宇野　武男 山本　恵美子 岐阜県 ＤＳイワモト
13003028 E 大塚 竹芳 大塚　八重子 岐阜県 長良ダンス
13003056 E 中條　英明 田邉　ナオミ 三重県 ヒサムラ津
13002582 Ｅ 松島 成利 松島　千枝子 三重県 ヒサムラ津
13001845 Ｅ 日比野 孝彦 日比野　和代 無所属 無所属

Ｃ 12 　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 備考
13001804 F 安田　昇 山本　洋子 三重県 ヒサムラ津
13002147 F 濱田　義和 鈴木　彩　 愛知県 ＤＣアオヤマ
13002283 F 伊藤　兵次 浅井　裕江 愛知県 ロマンＤＳ
13002574 F 伊藤 修 篠田　喜美子 岐阜県 GSオカムラ
13002693 F 大田 欽也 大田　ハツ恵 静岡県 ＤＳハヤシ
13003089 Ｆ 梅田　初夫 長谷川　靖子 三重県 糸川ＤＫ
13003296 Ｆ 片山　博 長井　洋子 三重県 ヒサムラ津
13003298 Ｆ 米川　正光 黒田　敬子 三重県 丸之内DK
13003359 F 中北　寛 川合　恵津子 三重県 ナカイＤＳ
13003715 F 濱地　勲 丸山　信子 三重県 丸之内DK
13003794 F 渡邊　茂 成瀬　保子 愛知県 早川ＤＳ
13003796 F 野溝　正清 荒川　婦美子 愛知県 池下ダンス

Ｓ 12 　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 備考
13000935 B 大林 茂樹 大林　公子 静岡県 ＤＳハヤシ
13000987 Ｂ 本村  幹夫 鈴木　晃子 静岡県 イシカワ
13001098 A 前田  秀明 前田  輝代 三重県 コクボＤＳ
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
13001684 Ｂ 下村 卓也 野村　泉水 三重県 コクボＤＳ
13001921 Ｂ 安藤 安夫 上野　清美 愛知県 ＥＧＡＷＡ
13001997 B 三鴨 武夫 田渕　美智子 愛知県 アオヤマ
13002055 Ｂ 岸田 豊 岸田  多美子 静岡県 ツチヤＤＳ
13002466 B 後藤 喜章 櫻井　光枝 静岡県 スマイル
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

　　アマ・ラテンアメリカン　Ｄ　級

　　アマ・ラテンアメリカン　Ｅ　級

　　アマ・ラテンアメリカン　Ｆ　級

　　シニア・ラテンアメリカン　ＡＢ　級
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Ｐ 16 　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 備考
13000859 Ｃ 柴木 勝 津端  英子 愛知県 ツゲヨシヒロ
13001411 Ｃ 澄野 久生 澄野  由紀子 三重県 ヒサムラ津
13002012 Ｃ 岡 義行 岡  京子 三重県 ヒサムラ津
13002086 C 河村  明偉 奈須  加代子 愛知県 沢上ムライ
13002316 Ｃ 若林 庄二 三嶋　百合子 岐阜県 ワタナベＤＣ
13002457 C 石原 良昭 菅　まゆみ 無所属 無所属
13002582 Ｄ 松島 成利 松島　千枝子 三重県 ヒサムラ津
13002586 Ｃ 村田 耕一 萩原 真知穂 三重県 白バラDK
13002625 C 黒木 広宣 遠藤　令子 三重県 ナカイＤＳ
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
13003012 Ｄ 野々山　勝利 鶴見　裕子 愛知県 イケダＤＳ
13003032 D 武田 俊則 富田　裕子 静岡県 ＤＳハヤシ
13003056 D 中條　英明 田邉　ナオミ 三重県 ヒサムラ津
13003298 D 米川　正光 黒田　敬子 三重県 丸之内DK
13003734 D 高島　賢治 星　照子 愛知県 ミツイＤＳ

Ｒ 13 　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 備考
13001169 Ａ 大河内 譲 大河内久美代 無所属 無所属
13001207 Ｂ 橋本 一敏 橋本  みづほ 三重県 コクボＤＳ
13001349 Ａ 中東 秀夫 中東  真知子 三重県 ヒサムラ津
13001759 A 川上 信敏 川上  勝枝 静岡県 スマイル
13001997 A 三鴨 武夫 田渕　美智子 愛知県 アオヤマ
13002166 B 野嶋 政宏 野嶋  初江 静岡県 スマイル
13002353 Ｂ 斉藤 京司 斉藤　桂子 無所属 無所属
13002355 A 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
13002624 B 中川 重雄 中川　ゆり 三重県 ナカイＤＳ
13002883 Ａ 小田 喜久 眞田　優子 三重県 丸之内DK
13003097 B 石川　隆輝 桜田　峯子 愛知県 ロマンＤＳ
13003358 B 青木　崇佳 加藤　久子 愛知県 ＥＧＡＷＡ

　　グランドシニア・ラテンアメリカン　ＣＤ　級 Ｃ 5 　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 備考
13002816 D 安達　東 仙石　利子 岐阜県 谷口ＤＳ
13003056 C 中條　英明 田邉　ナオミ 三重県 ヒサムラ津
13003296 D 片山　博 長井　洋子 三重県 ヒサムラ津
13003298 D 米川　正光 黒田　敬子 三重県 丸之内DK
13003715 D 濱地　勲 丸山　信子 三重県 丸之内DK

Ｒ・Ｐ 20 　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 備考
03000305 Ａ 浜野  義広 浜野  智子 愛知県 アオヤギＤＳ
03000315 Ａ 青山 成之 平出　有佳莉 愛知県 ＤＣアオヤマ
03000316 Ａ 松浦 真吾 岡　ひろみ 愛知県 ＤＳＴソワール
03000320 Ａ 林  隆文 林  麻里 静岡県 ＤＳハヤシ
03000355 Ａ 髙橋 朋宏 吉田　由美 静岡県 岡ＤＳ
03000358 Ａ 半田 英太郎 北村  恵理 愛知県 ミツイＤＳ

　　グランドシニア・ラテンアメリカン　ＡＢ　級

　　シニア・ラテンアメリカン　ＣＤ　級

プロ・ラテンアメリカン　ＡＢ　級

13



03000415 Ａ 平手 涼 前島　麻希 岐阜県 ワタナベＤＣ
03000417 A 早川 元規 早川　ちひろ 愛知県 ミツイＤＳ
03000424 Ａ 宮嶋 隆夫 吉田　早織 岐阜県 アキタトシオＤＳ
03000440 Ａ 永井 謙作 伊藤　依子 静岡県 ＫＹナガイ
03000442 Ａ 山崎 雅則 小澤　恵美 愛知県 ＥＧＡＷＡ
03000451 Ｂ 伊藤 芳浩 久村　祥子 愛知県 ＳＤＴイトウ
03000457 Ａ 八木　裕 深見　ちひろ 静岡県 大石ＤＳ
03000459 Ｂ 本田　豊 伊藤　麻由 愛知県 IKEDA
03000465 A 杉山　賢祐 鶴田　詔子 静岡県 スマイル
03000473 A 吉柳 一樹 松尾　真美 愛知県 ＤＣアオヤマ
03000482 B 弘中　航 堀井　佳麻里 石川県 J&K
03000488 B 高島　広海 舩谷　美帆 愛知県 ミツイＤＳ
03000494 A 内山　裕隆 内山　里恵 静岡県 内山太郎DS
03000500 B 飯沼　敏行 小林　幸 愛知県 アオヤギＤＳ

Ｓ 16 　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 備考
03000045 Ｃ 稲原  孝一 稲原  園子 静岡県 イナハラＤＳ
03000119 Ｃ 三浦  篤男 三浦  真紀子 愛知県 マイムＤＳ
03000240 Ｃ 千賀  実 伊藤  寛子 愛知県 沢上ムライ
03000255 Ｃ 谷口 雅士 谷口  ひとみ 岐阜県 谷口ＤＳ
03000287 C 佐々木  紳二 高橋　智絵 愛知県 ＤＳＴソワール
03000351 Ｃ 加茂 武 加茂   浩美 福井県 カモタケシＤＳ
03000387 Ｃ 市村 幸一 市村　有里 石川県 ＤＳＴイチムラ
03000422 Ｃ 谷村 正人 谷村　圭子 富山県 水野ダンス
03000438 Ｃ 大橋 研二 大橋　富美恵 岐阜県 オオハシＤＳＴ
03000455 Ｃ 前田 昌成 伊藤 博子 愛知県 近藤ダンス
03000456 Ｃ 古川　浩司 牧野　玉江 静岡県 大石ＤＳ
03000461 Ｃ 河合 秀近 鈴木　麻里 愛知県 山本かおる
03000471 Ｃ 北河 龍也 田中  みち子 愛知県 ＤＳヤマナカ
03000479 C 中村　大輔 内田　理沙 静岡県 イソベダンス
03000485 C 石田　貴宏 渡辺　桃詩美 静岡県 仲井ＤＳＴ
03000493 C 杉山　真実 谷津倉　千博 静岡県 STマーシ

Ｃ 6 　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 備考
03000313 D 早川　正次 後藤　みえ 愛知県 早川DS
03000331 Ｄ 山本  勲 山本  季美衣 愛知県 ツゲヨシヒロ
03000362 Ｄ 藤井 利彰 長野　晴美 静岡県 ツチヤＤＳ
03000437 D 西尾 孝志 岡野　千尋 愛知県 アオヤギＤＳ
03000496 D 松田　浩一 林　まゆこ 石川県 Ｊ＆Ｋ
03000499 N 石上　剛 石上　嘉子 愛知県 道場塚本

Ｗ 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 備考
03000111 Ｃ 大石  昇 大石  雅古 静岡県 浜松ＤＳ
03000119 Ｃ 三浦  篤男 三浦  真紀子 愛知県 マイムＤＳ
03000243 Ｃ 吉満  正 寺田　由利 愛知県 アオヤギＤＳ
03000253 Ｃ 髙羽  直弘 髙羽  純子 静岡県 ＤＳＴタカバ
03000255 Ｃ 谷口 雅士 谷口  ひとみ 岐阜県 谷口ＤＳ
03000287 C 佐々木  紳二 高橋　智絵 愛知県 ＤＳＴソワール
03000351 Ｃ 加茂 武 加茂   浩美 福井県 カモタケシＤＳ
03000369 Ｄ 井上  俊明 加藤  佳代子 愛知県 カトレアＤＫ

プロ・ラテンアメリカン　Ｃ　級

プロ・ラテンアメリカン　ＤＮ　級

プロ・スタンダード　Ｃ　級
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03000394 Ｃ 野々田  有三 野々田  弥生 岐阜県 アキタトシオＤＳ
03000414 C 井上 與一郎 井上　真智子 岐阜県 アキタトシオＤＳ
03000427 Ｃ 伊藤 和哉 伊藤　明香里 愛知県 ＤＳＴソワール
03000438 Ｃ 大橋 研二 大橋　富美恵 岐阜県 オオハシＤＳＴ
03000444 Ｄ 岡田 学 本多　えりこ 愛知県 アオヤギＤＳ
03000455 Ｃ 前田 昌成 伊藤 博子 愛知県 近藤ダンス
03000456 Ｃ 古川　浩司 牧野　玉江 静岡県 大石ＤＳ
03000457 Ｃ 八木　裕 深見　ちひろ 静岡県 大石ＤＳ
03000479 C 中村　大輔 内田　理沙 静岡県 イソベダンス
03000482 C 弘中　航 堀井　佳麻里 石川県 J&K
03000487 D 深谷　淳 麻続　愛莉 愛知県 IKEDA
03000488 C 高島　広海 舩谷　美帆 愛知県 ミツイＤＳ
03000494 C 内山　裕隆 内山　里恵 静岡県 内山太郎DS
03000497 C 福井　真二 福井　美香 愛知県 日進ＤＫ

Ｔ 14   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 備考
03000313 D 早川　正次 後藤　みえ 愛知県 早川DS
03000327 Ｄ 渡辺 佳洋 藤原　淑子 愛知県 ＤＳＴソワール
03000331 Ｄ 山本  勲 山本  季美衣 愛知県 ツゲヨシヒロ
03000362 Ｄ 藤井 利彰 長野　晴美 静岡県 ツチヤＤＳ
03000369 Ｄ 井上  俊明 加藤  佳代子 愛知県 カトレアＤＫ
03000434 Ｎ 竹中　幸治 西川　悦子 愛知県 沢上ムライ
03000437 Ｄ 西尾 孝志 岡野　千尋 愛知県 アオヤギＤＳ
03000444 Ｄ 岡田 学 本多　えりこ 愛知県 アオヤギＤＳ
03000471 Ｄ 北河 龍也 田中  みち子 愛知県 ＤＳヤマナカ
03000485 Ｄ 石田　貴宏 渡辺　桃詩美 静岡県 仲井ＤＳＴ
03000486 Ｎ 大橋　隆平 田中　真理子 愛知県 アオヤギＤＳ
03000487 D 深谷　淳 麻続　愛莉 愛知県 IKEDA
03000493 N 杉山　真実 谷津倉　千博 静岡県 STマーシ
03000496 N 松田　浩一 林　まゆこ 石川県 Ｊ＆Ｋ

プロ・スタンダード　ＤＮ　級
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