
ｱﾏ・ｽﾀﾝﾀﾞーﾄﾞ・A級 T,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
13001025 A 伊藤　茂 伊藤　千鶴 愛知 アオヤギＤＳ
13001792 A 柴田　広 内藤　絵美 愛知 フクイケンジ
13002066 A 鈴木　宏之 岡田　敦子 愛知 フクイケンジ
13001117 A 倉内　隆 山田　菊代 岐阜 アキタトシオ
13001155 A 林　伸男 林　民子 岐阜 ＤＳイワモト
13001367 A 川上　泰士 川上　麻子 岐阜 ワタナベＤＣ
13002112 A 平野　弘治 平野　克美 岐阜 ワタナベＤＣ
13002500 A 久保田　勝 久保田　幸代 岐阜 ＤＳイワモト
13002662 A 仙石　敏也 仙石　京子 岐阜 ＧＳオカムラ
13000550 A 鈴木　敏正 松浦　清子 静岡 大石ＤＳ
13001511 A 山下　恭男 山下　美恵子 静岡 ＫＳダンス
13000219 A 水口　豊 山野　めぐみ 石川 関ＤＳ
13000704 A 山崎　正彦 名木　美栄子 石川 ＤＳＴ福浦
13000930 A 笹木　憲一 真井　芳子 石川 今泉ＤＫ
13001688 A 山口　勝昭 山口　実千代 石川 関ＤＳ
13001907 A 松尾　香 上田　智子 石川 たかひら
13002442 A 池田　陽一 池田　久美子 石川 たかひら
13000132 A 篠田　勉 篠田　雅美 富山 水野ＤＫ
13000146 A 河合　忠 河合　二美 富山 ＤＳイソベ
13000617 A 田原　紳洋 田原　則子 富山 水野ＤＫ
13001326 A 上野　賢一 上野　由美子 富山 ＤＳイソベ
13002430 A 高山　研一 高山　美幸 富山 トナミＤＳ
13002583 A 川端　利夫 川端　和子 富山 ＤＳイソベ
13003367 A 林　巧 林　理恵 福井 松宮ＤＳＴ
13000102 A 草本　和馬 草本　洋子 無所属 無所属
13000112 A 松下　茂 松下　知英子 無所属 無所属
13001169 A 大河内　譲 大河内　久美代 無所属 無所属
13001558 A 小板橋　猛 小板橋　文子 無所属 無所属

ｱﾏ・ｽﾀﾝﾀﾞーﾄﾞ・B級 T 88  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
13001421 B 後藤　武彦 後藤　京子 愛知 アオヤギＤＳ
13001498 B 西野　龍男 西野　美恵子 愛知 フクイケンジ
13001678 B 森山　高好 渡辺　ちどり 愛知 ロマンDS
13001831 B 櫻井　裕幸 緑川　知子 愛知 Hamano
13001921 B 安藤　安夫 上野　清美 愛知 ＥＧＡＷＡ
13001979 B 山田　進 山田　詠香 愛知 ロマンＤＳ
13002039 B 古後　文博 古後　昌美 愛知 ＤＳフナコシ
13002355 B 木下　純一 杉村　和世 愛知 ＤＳフナコシ
13002428 B 天野　雅仁 天野　庸子 愛知 ソワール
13002884 B 鈴木　智 鈴木　千鶴 愛知 ＤＳフナコシ
13003027 B 高鷲　民生 高鷲　由子 愛知 フクイケンジ
13003358 B 青木　崇佳 加藤　久子 愛知 ＥＧＡＷＡ
13003806 B 山下　幸一 大下　順子 愛知 フクイケンジ
13000255 B 田中　勇吉 中山　頼子 岐阜 アキタトシオ
13001112 B 西沢　暢章 松原　啓子 岐阜 ＤＡヒロセ
13001268 B 吉田　恵一 吉田　春子 岐阜 ワタナベＤＣ
13001308 B 野村　和夫 西脇　良子 岐阜 ＤＳイワモト
13001384 B 西願　正弘 西願　美鈴 岐阜 きしのＤＳ
13001601 B 河部　猛 宮嶋　かよ子 岐阜 アキタトシオ
13001952 B 服部　茂樹 武田　京子 岐阜 アキタトシオ
13002173 B 岡田　悟 山下　和子 岐阜 ＤＳイワモト
13002253 B 吉田　泰規 宮田　洋子 岐阜 ワタナベＤＣ
13002254 B 山本　献治 傍島　輝美 岐阜 ワタナベＤＣ
13002652 B 山田　広明 大野　久美子 岐阜 ナガナワ



13002818 B 太田　重毅 石塚　久美子 岐阜 ワタナベDC
13002819 B 名和　安彦 林　仁美 岐阜 ＧＳオカムラ
13003778 B 宗宮　清澄 山田　加代子 岐阜 アキタトシオ
13003812 B 名知　高志 大西　孝子 岐阜 アキタトシオ
13002725 C 町野　好博 町野　初枝 岐阜 塚越ＤＳ
13001098 B 前田　秀明 前田　輝代 三重 コクボＤＳ
13001684 B 下村　卓也 野村　泉水 三重 コクボＤＳ
13002012 B 岡　義行 岡　京子 三重 ヒサムラ津
13002096 B 須藤　進 小西　典子 三重 ヒサムラ四
13002119 B 戸田　かずお 本田　まさこ 三重 ＩＫＥＤＡ
13000037 B 杉山　典克 杉山　美子 静岡 ＤＳハヤシ
13000564 B 松本　郁雄 鈴木　京子 静岡 ＤＳハヤシ
13000935 B 大林　茂樹 大林　公子 静岡 ＤＳハヤシ
13001079 B 小森　髙士 森田　葉子 静岡 ＤＳハヤシ
13001477 B 熊谷　裕英 新井　幸子 静岡 岡ＤＳ
13002055 B 岸田　豊 岸田　多美子 静岡 ツチヤＤＳ
13002541 B 岡本　孝夫 小林　はつ代 静岡 野中ＤＳ
13003032 B 武田　俊則 富田　裕子 静岡 ＤＳハヤシ
13003368 B 大谷　光利 井口　京子 静岡 ナグラDST
13000466 B 銭谷　隆詞 銭谷　幸江 石川 たかひら
13001544 B 東　昇一 嶋　澄江 石川 金沢ダンス
13001603 B 前川　憲章 前川　れい子 石川 関ＤＳ
13001664 B 田下　和彦 田下　良子 石川 たかひら
13002137 B 今江　淳映 坂井　宏美 石川 Ｊ＆Ｋ
13002262 B 永野　進 松下　栄美子 石川 ＤＳＴ福浦
13003792 B 島津　一男 松井　ひとみ 石川 Ｄ.Ｎ.Ｗ.
13000939 C 前川　稔厚 堤　珠恵 石川 ビロング石川
13002195 C 猪俣　義治 作川　知美 石川 関ＤＳ
13002867 C 鈴木　武 野口　玲子 石川 たかひら
13003848 C 村上　尊紀 大下　智子 石川 関ＤＳ
13000971 B 田子　弘 置田　広子 富山 ＤＳイソベ
13001001 B 小川　晴美 小川　初美 富山 水野ＤＫ
13002045 B 室谷　起志 大島　麻里子 富山 ＤＳイソベ
13002125 B 開発　邦保 串田　清美 富山 東爪ＤＳ
13002299 B 阿折　良二 阿折　照子 富山 水野ＤＫ
13002341 B 田上　勝詞 井波　万代 富山 石黒ＤＳ
13002358 B 苗加　敏弘 四津谷　絹子 富山 石黒DS
13002569 B 阿原　潤司 塚原　清美 富山 水野ＤＫ
13002701 B 田中　雄二 広田　千恵 富山 富山ロイヤル
13002813 B 藪　正彦 小森　正美 富山 トナミＤＳ
13002896 B 下田　隆夫 近島　祐子 富山 水野ＤＫ
13002933 B 新井　龍雄 小川　一恵 富山 東爪ＤＳ
13003062 B 林　良和 林　けい子 富山 トナミＤＳ
13003702 B 河野　智計 河野　典子 富山 東爪ＤＳ
13000920 B 増永　勇 守　清子 福井 明宝ＤＳ
13001019 B 酒井　一男 芝田　真知子 福井 明宝ＤＳ
13001490 B 木下　定男 平嶋　喜子 福井 明宝ＤＳ
13001844 B 浅野　宏一 高橋　節子 福井 吉川ＤＳ
13001949 B 高縄　一幸 高縄　いさ子 福井 カモタケシ
13001980 B 谷口　実 佐藤　美知枝 福井 松宮ＤＳＴ
13002021 B 山口　壽一 田仲　れい子 福井 明宝ＤＳ
13002048 B 藤田　邦男 前田　真智子 福井 松宮ＤＳＴ
13000627 B 勝　正弘 勝　靖子 無所属 無所属
13000791 B 鳥居　秀明 鳥居　ひろみ 無所属 無所属
13001170 B 諏訪　譲 深澤　雪枝 無所属 無所属
13001431 B 渡辺　希男 奥村　洋子 無所属 無所属
13001616 B 浦川　卓嗣 浦川　悦子 無所属 無所属



13001766 B 石倉　平五 山本　久子 無所属 無所属
13001960 B 加藤　綱夫 加藤　和代 無所属 無所属
13002030 B 髙山　信彦 花房　美代子 無所属 無所属
13002238 B 湊口　要 吉崎　由美子 無所属 無所属
13002246 B 荒木　隆雄 荒木　けい子 無所属 無所属
13003340 B 押椋　英夫 宮塚　とよ子 無所属 無所属
13003370 C 梅村　昇一 吉田　 三世 無所属 無所属

ｱﾏ・ｽﾀﾝﾀﾞーﾄﾞ・C級 W 94  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
13000490 C 竹下　誠 竹下　好子 愛知 ＤＳフナコシ
13001148 C 大津　泰史 大津　由紀子 愛知 ヒサムラＤＳ
13001337 C 野本　正次 西　きよみ 愛知 ツゲヨシヒロ
13001344 C 古川　憲男 吉田　幸子 愛知 ツゲヨシヒロ
13001360 C 津坂　一夫 倉知　和子 愛知 アオヤギＤＳ
13001443 C 髙木　恒夫 髙木　春子 愛知 ＥＧＡＷＡ
13001657 C 福冨　信親 横井　ふみ子 愛知 アオヤギＤＳ
13001950 C 石川　克巳 丹羽　三千代 愛知 ＥＧＡＷＡ
13001995 C 伊藤　いさお 伊藤　あけみ 愛知 ロマンＤＳ
13002072 C 島田　崇 小副川　敦子 愛知 ツゲヨシヒロ
13002095 C 伊藤　成輝 葛原　ゆき子 愛知 ツゲヨシヒロ
13002869 C 水野　和博 竹内　マサ子 愛知 ＤＳフナコシ
13003012 C 野々山　勝利 深津　春子 愛知 イケダＤＳ
13003080 C 大野　恒夫 加藤　都 愛知 フクイケンジ
13003775 C 森部　薫生 森部　ひとみ 愛知 一彦ＤＳＴ
13000758 C 山内　好男 浅野　文子 岐阜 タナハシＤＳ
13000826 C 後藤　公嘉 前田　満子 岐阜 ソシアルＫ
13000978 C 山田　正昭 山田　恵美子 岐阜 ＤＳイワモト
13001350 C 各務　均 高木　登代子 岐阜 アキタトシオ
13001556 C 大薮　彰 大薮　霞 岐阜 ＤＡヒロセ
13001571 C 吉田　東雪 吉田　朋葩 岐阜 ワタナベＤＣ
13001582 C 亀石　正彦 清水　美砂子 岐阜 ＧＳオカムラ
13001619 C 樋口　勝一 高橋　雅子 岐阜 アキタトシオ
13001919 C 荒木　登 山田　京子 岐阜 アキタトシオ
13002122 C 三嶋　文良 三嶋　喜美子 岐阜 ワタナベＤＣ
13002123 C 酒井　松治 杉山　ちあみ 岐阜 アキタトシオ
13002171 C 遠藤　良吉 長尾　きみゑ 岐阜 タナハシＤＳ
13002208 C 澤木　貞夫 澤木　艶子 岐阜 ＧＳオカムラ
13002252 C 服部　秀一 服部　美恵子 岐阜 ワタナベＤＣ
13002316 C 若林　庄二 三嶋　百合子 岐阜 ワタナベＤＣ
13002404 C 森　眞市 鈴木　理子 岐阜 ＤＳイワモト
13002432 C 松葉　建夫 大平　美佐子 岐阜 ＤＳイワモト
13002435 C 甲斐　博文 山崎　信子 岐阜 ＧＳオカムラ
13002725 C 町野　好博 町野　初枝 岐阜 塚越ＤＳ
13003014 C 松岡　憲雄 松岡　千恵子 岐阜 ワタナベＤＣ
13003015 C 井戸　昌昭 村井　有美子 岐阜 ＤＳイワモト
13003247 C 洞井　和彦 高木　冨士子 岐阜 ＤＳイワモト
13003256 C 河村　正幸 坂下　みつ子 岐阜 平光ＤＫ
13003353 C 加藤　忠幸 高田　千賀子 岐阜 ワタナベＤＣ
13003389 C 水野　和夫 藤掛　順子 岐阜 ＧＳオカムラ
13003397 C 石岡　仁 古川　秀子 岐阜 ワタナベＤＣ
13003721 C 伊藤　春幸 藤田　幸子 岐阜 GSオカムラ
13001349 C 中東　秀夫 中東　真知子 三重 ヒサムラ津
13001411 C 澄野　久生 澄野　由紀子 三重 ヒサムラ津
13002013 C 赤塚　満廣 浜野　輝子 三重 オオツカＤＳ
13002314 C 森田　悦生 山口　美季 三重 ヒサムラ四
13002588 C 森　浩光 森　洋子 三重 ヒサムラ四



13002883 C 小田　喜久 眞田　優子 三重 丸之内ＤＫ
13003043 C 村山　義春 村山　啓子 三重 オオツカＤＳ
13003200 C 宗林　秀典 宗林　誓子 三重 白バラDK
13000191 C 松下　清一 奥宮　信恵 静岡 スマイル
13001637 C 和田　宅矛 和田　昌代 静岡 ＤＳハヤシ
13001754 C 庄古　雅昭 庄古　明美 静岡 ＫＳダンス
13002256 C 米山　俊男 米山　妙子 静岡 イトーＤＳ
13003787 C 萩原　孝英 萩原　佐知子 静岡 ＤＷパレス
13000939 C 前川　稔厚 堤　珠恵 石川 ビロング石川
13001424 C 中村　欣一 岡田　文代 石川 Ｊ＆Ｋ
13002195 C 猪俣　義治 作川　知美 石川 関ＤＳ
13002366 C 村井　正幸 中村　清子 石川 ミヤザキ
13002422 C 茶谷　文也 大多　ふみ 石川 ビクトリー
13002487 C 嶋本　孝男 山口　幸子 石川 ビロング石川
13002696 C 山本　孝夫 山本　壽子 石川 関ＤＳ
13002867 C 鈴木　武 野口　玲子 石川 たかひら
13003242 C 高本　隆 高本　公子 石川 Ｊ＆Ｋ
13003260 C 髙辻　健三 吉村　瑞江 石川 関ＤＳ
13003848 C 村上　尊紀 大下　智子 石川 関ＤＳ
13003371 D 南　宏 西田　ひろみ 石川 金沢ダンス
13003701 D 大橋　勝也 大橋　エリカ 石川 Ｊ＆Ｋ
13000136 C 飯島　正義 奥田　久恵 富山 富山ロイヤル
13000747 C 萩野　清文 大城　節子 富山 水野ＤＫ
13002216 C 髙松　俊夫 上野　まり子 富山 トナミDS
13002300 C 青出　正男 青出　美津子 富山 水野ＤＫ
13002340 C 石川　拓也 石川　直美 富山 トナミＤＳ
13003013 C 杉本　吉信 三箇　りつ子 富山 高岡ＤＳＴ
13003045 C 宇於崎　和夫 寺腰　恵都子 富山 ＤＳイソベ
13003337 C 斉藤　勇 中西　美千子 富山 ＤＳＴ中川
13003350 C 山川　信行 奥野　美恵子 富山 ＤＳイソベ
13003783 C 柴　清隆 柴　節子 富山 DSイソベ
13001779 C 前川　義雄 平野　由紀 福井 フェニックス
13002313 C 林　清泰 林　つや子 福井 明宝ＤＳ
13002863 C 北川　栄一 正野　聖子 福井 松宮ＤＳＴ
13003018 C 吉田　勝美 桑原　正子 福井 明宝ＤＳ
13003396 C 馬渕　亮一 梅木　邦美 福井 新生ＤＫ
13003731 C 永上　仁 深村　陽子 福井 吉川ＤＳ
13001456 C 河合　博 河合　けい子 無所属 無所属
13001489 C 佐々木　保正 佐野　春美 無所属 無所属
13001981 C 小形　完治 斉藤　里美 無所属 無所属
13002452 C 朽原　豊 朽原　元子 無所属 無所属
13002571 C 仲保　道雄 渡辺　幸子 無所属 無所属
13002841 C 山下　照夫 上野　加代美 無所属 無所属
13002907 C 市澤　隆 市澤　暁美 無所属 無所属
13003226 C 石田　実 石田　優子 無所属 無所属
13003267 C 丹羽　正 中山　洋子 無所属 無所属
13003370 C 梅村　昇一 吉田　 三世 無所属 無所属

ｱﾏ・ｽﾀﾝﾀﾞーﾄﾞ・D級 Q 34  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
13001882 D 小澤　清成 梅田　美里 愛知 アオヤギＤＳ
13002043 D 西内　通範 高井　一代 岐阜 アキタトシオ
13002402 D 細川　桂一 細川　高子 岐阜 アキタトシオ
13002698 D 日下部　義雄 日下部　通子 岐阜 ＧＳオカムラ
13003781 D 野田　義孝 田中　智恵美 岐阜 ワタナベＤＣ
13003798 D 武部　誠三 桑原　千春 岐阜 DSイワモト
13003719 E 向川　信 向川　幸子 岐阜 ＧＳオカムラ



13003861 E 崎元　正幸 パク　ヨンスク 岐阜 DAヒロセ
13002582 D 松島　成利 松島　千枝子 三重 ヒサムラ津
13001416 D 井口　速夫 山下　節子 静岡 ＤＳハヤシ
13002162 D 杉山　康治 杉山　幸子 静岡 服部ＤＳ
13002198 D 寺島　健次 宮本　満寿代 静岡 服部ＤＳ
13002693 D 大田　欽也 大田　ハツ恵 静岡 ＤＳハヤシ
13001224 E 中山　保夫 光永　禮子 静岡 ＤＳハヤシ
13002085 D 梅田　信二 村上　亜紀 石川 たかひら　
13003233 D 松山　友成 木本　菜多里 石川 Ｊ＆Ｋ
13003309 D 吉本　章男 綾瀬　しのぶ 石川 Ｊ＆Ｋ
13003371 D 南　宏 西田　ひろみ 石川 金沢ダンス
13003701 D 大橋　勝也 大橋　エリカ 石川 Ｊ＆Ｋ
13003739 D 平田　雄輝 山口　ミエ 石川 Ｊ＆Ｋ
13003828 E 池之上　勝哉 川澄　清香 中部学連 中部学連
13002572 D 永井　貞夫 家城　立子 富山 石黒DS
13003703 D 山本　保行 山本　みどり 富山 東爪ＤＳ
13003751 D 吉野　実 吉野　香葉 富山 トナミＤＳ
13003820 D 木谷　友紀 木村　真梨 富山 DSイソベ
13001920 D 佐野　実 横山　まり子 福井 明宝ＤＳ
13002073 D 東　敏夫 木村　妙子 福井 明宝ＤＳ
13003017 D 木村　裕美 八幡　信子 福井 明宝ＤＳ
13003091 D 大久保　健治 東　敏子 福井 松宮ＤＳＴ
13000019 D 川口　秀夫 濵野　洋子 無所属 無所属
13001809 D 山崎　現 渡辺　野朱 無所属 無所属
13002577 D 高山　晴一 杉本　真弓 無所属 無所属
13003290 D 松平　国雄 松平　明美 無所属 無所属
13003743 D 秋田　元次郎 中村　恵子 無所属 無所属

ｱﾏ・ｽﾀﾝﾀﾞーﾄﾞ・E級 F 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
13003748 E 奥田　晏弘 佐々木　光代 愛知 カトレアＤＫ
13002647 E 荒川　守 荒川　悦子 岐阜 GSオカムラ
13003719 E 向川　信 向川　幸子 岐阜 ＧＳオカムラ
13003858 E 中島　義明 久保田　美佐子 岐阜 アキタトシオ
13003861 E 崎元　正幸 パク　ヨンスク 岐阜 DAヒロセ
13001224 E 中山　保夫 光永　禮子 静岡 ＤＳハヤシ
13002292 E 藤井　忠司 藤井　千晶 石川 たかひら
13003790 E 山瀬　英一 村田　久子 石川 ＤＳＴ福浦
13003828 E 池之上　勝哉 川澄　清香 中部学連 中部学連
13003782 E 大久保　雄一 柚木　道代 富山 水野ＤＫ
13003784 E 数井　　秀恵 土井　 文枝 富山 石黒ＤＳ
13003308 E 尾花　健一 武藤　正枝 無所属 無所属

ｱﾏ・ｽﾀﾝﾀﾞーﾄﾞ・F級 W 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
13002439 F 伊藤　博 鈴木　末子 静岡 服部DS
13003306 F 藤井　勝斌 坪井　千恵子 静岡 ＤＳハヤシ
13001915 F 中浦　喜作 木村　節子 石川 ミヤザキ
13003818 F 北　光政 笹川　ひとみ 石川 ビクトリー
13003865 F 久保田　悠 上田　幸子 石川 たかひら

ｱﾏ・ﾗﾃﾝｱﾒﾝﾘｶﾝ・A級 S,R 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 備考
13001979 A 山田　進 山田　詠香 愛知 ロマンＤＳ
13003356 A 押田　章利 佐橋　愛子 愛知 ミツイＤＳ
13003745 A 臼井　涼太 小川　佳苗 愛知 ミツイDS
13000895 A 藤田　稔 藤田　浩子 静岡 イシカワＤＳ



13003791 B 浅田　睦月 小野木　梨衣 石川 ミヤザキ
13003367 B 林　巧 林　理恵 福井 松宮ＤＳＴ
13001169 A 大河内　譲 大河内　久美代 無所属 無所属

ｱﾏ・ﾗﾃﾝｱﾒﾝﾘｶﾝ・B級 P 34  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
13001025 B 伊藤　茂 伊藤　千鶴 愛知 アオヤギＤＳ
13001337 B 野本　正次 西　きよみ 愛知 ツゲヨシヒロ
13001678 B 森山　高好 渡辺　ちどり 愛知 ロマンDS
13001831 B 櫻井　裕幸 緑川　知子 愛知 Hamano
13001921 B 安藤　安夫 上野　清美 愛知 ＥＧＡＷＡ
13002039 B 古後　文博 古後　昌美 愛知 ＤＳフナコシ
13002072 B 島田　崇 小副川　敦子 愛知 ツゲヨシヒロ
13000826 B 後藤　公嘉 前田　満子 岐阜 ソシアルＫ
13001670 B 田内　雅也 田内　久美子 岐阜 ワタナベＤＣ
13002652 B 山田　広明 大野　久美子 岐阜 ナガナワ
13002662 B 仙石　敏也 仙石　京子 岐阜 ＧＳオカムラ
13003778 B 宗宮　清澄 山田　加代子 岐阜 アキタトシオ
13001098 B 前田　秀明 前田　輝代 三重 コクボＤＳ
13001684 B 下村　卓也 野村　泉水 三重 コクボＤＳ
13002119 B 戸田　かずお 本田　まさこ 三重 ＩＫＥＤＡ
13003200 B 宗林　秀典 宗林　誓子 三重 白バラDK
13000037 B 杉山　典克 杉山　美子 静岡 ＤＳハヤシ
13000564 B 松本　郁雄 鈴木　京子 静岡 ＤＳハヤシ
13000935 B 大林　茂樹 大林　公子 静岡 ＤＳハヤシ
13001477 B 熊谷　裕英 新井　幸子 静岡 岡ＤＳ
13002055 B 岸田　豊 岸田　多美子 静岡 ツチヤＤＳ
13002541 B 岡本　孝夫 小林　はつ代 静岡 野中ＤＳ
13001664 B 田下　和彦 田下　良子 石川 たかひら
13003791 B 浅田　睦月 小野木　梨衣 石川 ミヤザキ
13003828 B 池之上　勝哉 川澄　清香 中部学連 中部学連
13002341 B 田上　勝詞 井波　万代 富山 石黒ＤＳ
13003702 B 河野　智計 河野　典子 富山 東爪ＤＳ
13003751 B 吉野　実 吉野　香葉 富山 トナミＤＳ
13003367 B 林　巧 林　理恵 福井 松宮ＤＳＴ
13000112 B 松下　茂 松下　知英子 無所属 無所属
13000627 B 勝　正弘 勝　靖子 無所属 無所属
13000791 B 鳥居　秀明 鳥居　ひろみ 無所属 無所属
13001170 B 諏訪　譲 深澤　雪枝 無所属 無所属
13001960 B 加藤　綱夫 加藤　和代 無所属 無所属

ｱﾏ・ﾗﾃﾝｱﾒﾝﾘｶﾝ・C級 C 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
13001344 C 古川　憲男 吉田　幸子 愛知 ツゲヨシヒロ
13001995 C 伊藤　いさお 伊藤　あけみ 愛知 ロマンＤＳ
13002095 C 伊藤　成輝 葛原　ゆき子 愛知 ツゲヨシヒロ
13002355 C 木下　純一 杉村　和世 愛知 ＤＳフナコシ
13002428 C 天野　雅仁 天野　庸子 愛知 ソワール
13002869 C 水野　和博 竹内　マサ子 愛知 ＤＳフナコシ
13003358 C 青木　崇佳 加藤　久子 愛知 ＥＧＡＷＡ
13003806 C 山下　幸一 大下　順子 愛知 フクイケンジ
13001268 C 吉田　恵一 吉田　春子 岐阜 ワタナベＤＣ
13001571 C 吉田　東雪 吉田　朋葩 岐阜 ワタナベＤＣ
13002122 C 三嶋　文良 三嶋　喜美子 岐阜 ワタナベＤＣ
13002316 C 若林　庄二 三嶋　百合子 岐阜 ワタナベＤＣ
13002685 C 佐野　博満 寺島　美知代 岐阜 ワタナベＤＣ
13003014 C 松岡　憲雄 松岡　千恵子 岐阜 ワタナベＤＣ



13003353 C 加藤　忠幸 高田　千賀子 岐阜 ワタナベＤＣ
13002123 Ｃ 酒井　松治 杉山　ちあみ 岐阜 アキタトシオ
13001349 C 中東　秀夫 中東　真知子 三重 ヒサムラ津
13001411 C 澄野　久生 澄野　由紀子 三重 ヒサムラ津
13002012 C 岡　義行 岡　京子 三重 ヒサムラ津
13002013 C 赤塚　満廣 浜野　輝子 三重 オオツカＤＳ
13002883 C 小田　喜久 眞田　優子 三重 丸之内ＤＫ
13003043 C 村山　義春 村山　啓子 三重 オオツカＤＳ
13003032 C 武田　俊則 富田　裕子 静岡 ＤＳハヤシ
13003368 C 大谷　光利 井口　京子 静岡 ナグラDST
13003787 C 萩原　孝英 萩原　佐知子 静岡 ＤＷパレス
13001191 C 奥川　幸男 桜井　幸子 石川 ビクトリー
13001544 C 東　昇一 嶋　澄江 石川 金沢ダンス
13002195 C 猪俣　義治 作川　知美 石川 関ＤＳ
13002292 C 藤井　忠司 藤井　千晶 石川 たかひら
13003309 C 吉本　章男 綾瀬　しのぶ 石川 Ｊ＆Ｋ
13000132 C 篠田　勉 篠田　雅美 富山 水野ＤＫ
13003062 C 林　良和 林　けい子 富山 トナミＤＳ
13001490 C 木下　定男 平嶋　喜子 福井 明宝ＤＳ
13001980 C 谷口　実 佐藤　美知枝 福井 松宮ＤＳＴ
13002021 C 山口　壽一 田仲　れい子 福井 明宝ＤＳ
13002863 C 北川　栄一 正野　聖子 福井 松宮ＤＳＴ
13003396 C 馬渕　亮一 梅木　邦美 福井 新生ＤＫ
13001096 C 岩崎　幸司 村田　愛子 無所属 無所属
13001489 C 佐々木　保正 佐野　春美 無所属 無所属
13002030 C 髙山　信彦 花房　美代子 無所属 無所属
13003267 C 丹羽　正 中山　洋子 無所属 無所属
13003340 C 押椋　英夫 宮塚　とよ子 無所属 無所属

ｱﾏ・ﾗﾃﾝｱﾒﾝﾘｶﾝ・D級 S 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
13003012 D 野々山　勝利 深津　春子 愛知 イケダＤＳ
13002710 E 中丸　将好 澤田　侑子 愛知 ＤＣアオヤマ
13001619 D 樋口　勝一 高橋　雅子 岐阜 アキタトシオ
13002043 D 西内　通範 高井　一代 岐阜 アキタトシオ
13003256 D 河村　正幸 坂下　みつ子 岐阜 平光ＤＫ
13001754 D 庄古　雅昭 庄古　明美 静岡 ＫＳダンス
13002162 D 杉山　康治 杉山　幸子 静岡 服部ＤＳ
13002198 D 寺島　健次 宮本　満寿代 静岡 服部ＤＳ
13003233 D 松山　友成 木本　菜多里 石川 Ｊ＆Ｋ
13003371 D 南　宏 西田　ひろみ 石川 金沢ダンス
13003792 D 島津　一男 松井　ひとみ 石川 Ｄ.Ｎ.Ｗ.
13003848 D 村上　尊紀 大下　智子 石川 関ＤＳ
13000920 D 増永　勇 守　清子 福井 明宝ＤＳ
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
13002841 D 山下　照夫 上野　加代美 無所属 無所属
13003290 D 松平　国雄 松平　明美 無所属 無所属

ｱﾏ・ﾗﾃﾝｱﾒﾝﾘｶﾝ・E級 R 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
13002710 E 中丸　将好 澤田　侑子 愛知 ＤＣアオヤマ
13001224 E 中山　保夫 光永　禮子 静岡 ＤＳハヤシ
13002439 E 伊藤　博 鈴木　末子 静岡 服部DS
13003306 E 藤井　勝斌 坪井　千恵子 静岡 ＤＳハヤシ
13003739 E 平田　雄輝 山口　ミエ 石川 Ｊ＆Ｋ
13003820 E 木谷　友紀 木村　真梨 富山 DSイソベ



13001949 E 高縄　一幸 高縄　いさ子 福井 カモタケシ
13003743 E 秋田　元次郎 中村　恵子 無所属 無所属
13002582 E 松島　成利 松島　千枝子 三重 ヒサムラ津

ｱﾏ・ﾗﾃﾝｱﾒﾝﾘｶﾝ・F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
13003389 F 水野　和夫 藤掛　順子 岐阜 ＧＳオカムラ
13002693 F 大田　欽也 大田　ハツ恵 静岡 ＤＳハヤシ
13001915 F 中浦　喜作 木村　節子 石川 ミヤザキ
13003865 F 久保田　悠 上田　幸子 石川 たかひら
13003308 F 尾花　健一 武藤　正枝 無所属 無所属

ｼﾆｱ・ｽﾀﾝﾀﾞーﾄﾞ・AB級 T 48  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
13001792 A 柴田　広 内藤　絵美 愛知 フクイケンジ
13001498 B 西野　龍男 西野　美恵子 愛知 フクイケンジ
13001921 B 安藤　安夫 上野　清美 愛知 ＥＧＡＷＡ
13002355 B 木下　純一 杉村　和世 愛知 ＤＳフナコシ
13002869 B 水野　和博 竹内　マサ子 愛知 ＤＳフナコシ
13002884 B 鈴木　智 鈴木　千鶴 愛知 ＤＳフナコシ
13003027 B 高鷲　民生 高鷲　由子 愛知 フクイケンジ
13003358 B 青木　崇佳 加藤　久子 愛知 ＥＧＡＷＡ
13001117 A 倉内　隆 山田　菊代 岐阜 アキタトシオ
13001155 A 林　伸男 林　民子 岐阜 ＤＳイワモト
13000255 B 田中　勇吉 中山　頼子 岐阜 アキタトシオ
13002253 B 吉田　泰規 宮田　洋子 岐阜 ワタナベＤＣ
13002435 B 甲斐　博文 山崎　信子 岐阜 ＧＳオカムラ
13002818 B 太田　重毅 石塚　久美子 岐阜 ワタナベDC
13002254 Ｂ 山本　献治 傍島　輝美 岐阜 ワタナベＤＣ
13001098 B 前田　秀明 前田　輝代 三重 コクボＤＳ
13001684 B 下村　卓也 野村　泉水 三重 コクボＤＳ
13002012 B 岡　義行 岡　京子 三重 ヒサムラ津
13002013 B 赤塚　満廣 浜野　輝子 三重 オオツカＤＳ
13002096 B 須藤　進 小西　典子 三重 ヒサムラ四
13000550 A 鈴木　敏正 松浦　清子 静岡 大石ＤＳ
13001511 A 山下　恭男 山下　美恵子 静岡 ＫＳダンス
13000935 B 大林　茂樹 大林　公子 静岡 ＤＳハヤシ
13002055 B 岸田　豊 岸田　多美子 静岡 ツチヤＤＳ
13003032 B 武田　俊則 富田　裕子 静岡 ＤＳハヤシ
13000219 A 水口　豊 山野　めぐみ 石川 関ＤＳ
13000704 A 山崎　正彦 名木　美栄子 石川 ＤＳＴ福浦
13001688 A 山口　勝昭 山口　実千代 石川 関ＤＳ
13001603 B 前川　憲章 前川　れい子 石川 関ＤＳ
13002137 B 今江　淳映 坂井　宏美 石川 Ｊ＆Ｋ
13002442 B 池田　陽一 池田　久美子 石川 たかひら
13000132 A 篠田　勉 篠田　雅美 富山 水野ＤＫ
13000146 A 河合　忠 河合　二美 富山 ＤＳイソベ
13001326 A 上野　賢一 上野　由美子 富山 ＤＳイソベ
13002583 A 川端　利夫 川端　和子 富山 ＤＳイソベ
13000747 B 萩野　清文 大城　節子 富山 水野ＤＫ
13002045 B 室谷　起志 大島　麻里子 富山 ＤＳイソベ
13002299 B 阿折　良二 阿折　照子 富山 水野ＤＫ
13000920 B 増永　勇 守　清子 福井 明宝ＤＳ
13001019 B 酒井　一男 芝田　真知子 福井 明宝ＤＳ
13001980 B 谷口　実 佐藤　美知枝 福井 松宮ＤＳＴ
13002021 B 山口　壽一 田仲　れい子 福井 明宝ＤＳ
13002048 B 藤田　邦男 前田　真智子 福井 松宮ＤＳＴ



13002863 B 北川　栄一 正野　聖子 福井 松宮ＤＳＴ
13000627 A 勝　正弘 勝　靖子 無所属 無所属
13001169 A 大河内　譲 大河内　久美代 無所属 無所属
13000791 B 鳥居　秀明 鳥居　ひろみ 無所属 無所属
13002452 B 朽原　豊 朽原　元子 無所属 無所属

ｼﾆｱ・ｽﾀﾝﾀﾞーﾄﾞ・CD級 F 32  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
13001360 C 津坂　一夫 倉知　和子 愛知 アオヤギＤＳ
13001882 C 小澤　清成 梅田　美里 愛知 アオヤギＤＳ
13002095 C 伊藤　成輝 葛原　ゆき子 愛知 ツゲヨシヒロ
13001619 C 樋口　勝一 高橋　雅子 岐阜 アキタトシオ
13001952 C 服部　茂樹 武田　京子 岐阜 アキタトシオ
13002171 C 遠藤　良吉 長尾　きみゑ 岐阜 タナハシＤＳ
13002208 C 澤木　貞夫 澤木　艶子 岐阜 ＧＳオカムラ
13002316 C 若林　庄二 三嶋　百合子 岐阜 ワタナベＤＣ
13002404 C 森　眞市 鈴木　理子 岐阜 ＤＳイワモト
13003256 C 河村　正幸 坂下　みつ子 岐阜 平光ＤＫ
13002314 C 森田　悦生 山口　美季 三重 ヒサムラ四
13002588 C 森　浩光 森　洋子 三重 ヒサムラ四
13002883 C 小田　喜久 眞田　優子 三重 丸之内ＤＫ
13001637 C 和田　宅矛 和田　昌代 静岡 ＤＳハヤシ
13002256 C 米山　俊男 米山　妙子 静岡 イトーＤＳ
13002693 D 大田　欽也 大田　ハツ恵 静岡 ＤＳハヤシ
13000939 C 前川　稔厚 堤　珠恵 石川 ビロング石川
13002085 C 梅田　信二 村上　亜紀 石川 たかひら　
13002366 C 村井　正幸 中村　清子 石川 ミヤザキ
13002422 C 茶谷　文也 大多　ふみ 石川 ビクトリー
13002696 C 山本　孝夫 山本　壽子 石川 関ＤＳ
13003260 C 髙辻　健三 吉村　瑞江 石川 関ＤＳ
13003701 D 大橋　勝也 大橋　エリカ 石川 Ｊ＆Ｋ
13003739 D 平田　雄輝 山口　ミエ 石川 Ｊ＆Ｋ
13002216 C 髙松　俊夫 上野　まり子 富山 トナミDS
13002340 C 石川　拓也 石川　直美 富山 トナミＤＳ
13003337 D 斉藤　勇 中西　美千子 富山 ＤＳＴ中川
13003731 C 永上　仁 深村　陽子 福井 吉川ＤＳ
13001489 C 佐々木　保正 佐野　春美 無所属 無所属
13002571 C 仲保　道雄 渡辺　幸子 無所属 無所属
13003370 C 梅村　昇一 吉田　 三世 無所属 無所属
13003743 D 秋田　元次郎 中村　恵子 無所属 無所属

ｼﾆｱ・ﾗﾃﾝｱﾒﾝﾘｶﾝ・AB級 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
13003358 B 青木　崇佳 加藤　久子 愛知 ＥＧＡＷＡ
13002652 Ｂ 山田　広明 大野　久美子 岐阜 ナガナワ
13001098 A 前田　秀明 前田　輝代 三重 コクボＤＳ
13001684 B 下村　卓也 野村　泉水 三重 コクボＤＳ
13002883 B 小田　喜久 眞田　優子 三重 丸之内ＤＫ
13002055 A 岸田　豊 岸田　多美子 静岡 ツチヤＤＳ
13003368 B 大谷　光利 井口　京子 静岡 ナグラDST
13000791 B 鳥居　秀明 鳥居　ひろみ 無所属 無所属
13001096 B 岩崎　幸司 村田　愛子 無所属 無所属

ｼﾆｱ・ﾗﾃﾝｱﾒﾝﾘｶﾝ・CD級 R 10  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
13001950 C 石川　克巳 丹羽　三千代 愛知 ＥＧＡＷＡ
13002095 C 伊藤　成輝 葛原　ゆき子 愛知 ツゲヨシヒロ



13002869 C 水野　和博 竹内　マサ子 愛知 ＤＳフナコシ
13003012 D 野々山　勝利 深津　春子 愛知 イケダＤＳ
13002316 C 若林　庄二 三嶋　百合子 岐阜 ワタナベＤＣ
13001191 C 奥川　幸男 桜井　幸子 石川 ビクトリー
13003242 C 高本　隆 高本　公子 石川 Ｊ＆Ｋ
13001490 C 木下　定男 平嶋　喜子 福井 明宝ＤＳ
13002021 C 山口　壽一 田仲　れい子 福井 明宝ＤＳ
13003743 D 秋田　元次郎 中村　恵子 無所属 無所属

Gｼﾆｱ・ｽﾀﾝﾀﾞーﾄﾞ・AB級 F 30  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
13001421 B 後藤　武彦 後藤　京子 愛知 アオヤギＤＳ
13001657 B 福冨　信親 横井　ふみ子 愛知 アオヤギＤＳ
13001308 A 野村　和夫 西脇　良子 岐阜 ＤＳイワモト
13001582 A 亀石　正彦 清水　美砂子 岐阜 ＧＳオカムラ
13001601 A 河部　猛 宮嶋　かよ子 岐阜 アキタトシオ
13002123 Ａ 酒井　松治 杉山　ちあみ 岐阜 アキタトシオ
13000978 B 山田　正昭 山田　恵美子 岐阜 ＤＳイワモト
13002725 B 町野　好博 町野　初枝 岐阜 塚越ＤＳ
13001349 A 中東　秀夫 中東　真知子 三重 ヒサムラ津
13002012 A 岡　義行 岡　京子 三重 ヒサムラ津
13002883 B 小田　喜久 眞田　優子 三重 丸之内ＤＫ
13000564 A 松本　郁雄 鈴木　京子 静岡 ＤＳハヤシ
13001079 A 小森　髙士 森田　葉子 静岡 ＤＳハヤシ
13002541 A 岡本　孝夫 小林　はつ代 静岡 野中ＤＳ
13000191 B 松下　清一 奥宮　信恵 静岡 スマイル
13000466 A 銭谷　隆詞 銭谷　幸江 石川 たかひら
13000930 A 笹木　憲一 真井　芳子 石川 今泉ＤＫ
13001544 A 東　昇一 嶋　澄江 石川 金沢ダンス
13002262 A 永野　進 松下　栄美子 石川 ＤＳＴ福浦
13000617 A 田原　紳洋 田原　則子 富山 水野ＤＫ
13002125 A 開発　邦保 串田　清美 富山 東爪ＤＳ
13002569 A 阿原　潤司 塚原　清美 富山 水野ＤＫ
13002701 A 田中　雄二 広田　千恵 富山 富山ロイヤル
13002896 A 下田　隆夫 近島　祐子 富山 水野ＤＫ
13000136 Ｂ 飯島　正義 奥田　久恵 富山 富山ロイヤル
13001779 A 前川　義雄 平野　由紀 福井 フェニックス
13001844 A 浅野　宏一 高橋　節子 福井 吉川ＤＳ
13001616 A 浦川　卓嗣 浦川　悦子 無所属 無所属
13001981 A 小形　完治 斉藤　里美 無所属 無所属
13002238 A 湊口　要 吉崎　由美子 無所属 無所属

Gｼﾆｱ・ｽﾀﾝﾀﾞーﾄﾞ・CD級 W 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
13003397 C 石岡　仁 古川　秀子 岐阜 ワタナベＤＣ
13001416 C 井口　速夫 山下　節子 静岡 ＤＳハヤシ
13001191 C 奥川　幸男 桜井　幸子 石川 ビクトリー
13001920 C 佐野　実 横山　まり子 福井 明宝ＤＳ
13003017 C 木村　裕美 八幡　信子 福井 明宝ＤＳ
13003091 C 大久保　健治 東　敏子 福井 松宮ＤＳＴ

Gｼﾆｱ・ﾗﾃﾝｱﾒﾝﾘｶﾝ・選手権 R,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
13001025 Ａ 伊藤　茂 伊藤　千鶴 愛知 アオヤギＤＳ
13001337 Ａ 野本　正次 西　きよみ 愛知 ツゲヨシヒロ
13001344 Ａ 古川　憲男 吉田　幸子 愛知 ツゲヨシヒロ
13002355 Ａ 木下　純一 杉村　和世 愛知 ＤＳフナコシ



13001670 Ａ 田内　雅也 田内　久美子 岐阜 ワタナベＤＣ
13003014 Ａ 松岡　憲雄 松岡　千恵子 岐阜 ワタナベＤＣ
13001349 Ａ 中東　秀夫 中東　真知子 三重 ヒサムラ津
13002883 Ａ 小田　喜久 眞田　優子 三重 丸之内ＤＫ
13000037 Ａ 杉山　典克 杉山　美子 静岡 ＤＳハヤシ
13000564 Ａ 松本　郁雄 鈴木　京子 静岡 ＤＳハヤシ
13000895 Ａ 藤田　稔 藤田　浩子 静岡 イシカワＤＳ
13001477 Ａ 熊谷　裕英 新井　幸子 静岡 岡ＤＳ
13002541 Ａ 岡本　孝夫 小林　はつ代 静岡 野中ＤＳ
13001191 Ｂ 奥川　幸男 桜井　幸子 石川 ビクトリー
13001169 Ａ 大河内　譲 大河内　久美代 無所属 無所属
13001096 B 岩崎　幸司 村田　愛子 無所属 無所属


