
Ｓ 6 　組

登録番号 級 リーダー氏名 パートナー氏名 所属県連盟 所属教室 備考

13001344 A 古川 憲男 吉田 幸子 愛知県 ツゲヨシヒロ

13001411 B 澄野 久生 澄野 由紀子 三重県 ヒサムラ津

13002883 A 小田 喜久 眞田　優子 三重県 丸之内DK

13003314 B 中川　二三男 神谷　睦子 愛知県 イケダＤＳ

13003358 A 青木　崇佳 加藤　久子 愛知県 ＥＧＡＷＡ

13003932 Ｂ 岸　新治 パク・ヨンスク 岐阜県 ワタナベDC

Ｐ 15 組

登録番号 級 リーダー氏名 パートナー氏名 所属県連盟 所属教室 備考

13000037 A 杉山 典克 杉山 美子 静岡県 ＤＳハヤシ

13000942 B 纐纈 弘 纐纈 信子 静岡県 Ｈ＆Ｒ

13001684 A 下村 卓也 野村　泉水 三重県 コクボＤＳ

13001759 A 川上 信敏 川上 勝枝 静岡県 スマイル

13001950 B 石川 克巳 丹羽　三千代 愛知県 ＥＧＡＷＡ

13002184 B 山本 哲也 田村　さゆり 静岡県 大石ＤＳ

13002355 A 木下 純一 福島　のり子 愛知県 ＤＳフナコシ

13002421 B 山下 治雄 竹久　公美 無所属 （石川県）

13002480 B 松本 直樹 家城　美智子 三重県 ヒサムラ津

13002624 B 中川 重雄 中川　ゆり 三重県 コクボ伊勢

13002883 Ａ 小田 喜久 眞田　優子 三重県 丸之内DK

13003014 A 松岡 憲雄 松岡　千恵子 岐阜県 ワタナベＤＣ

13003217 B 遠山　則行 遠山　貴子 愛知県 DSp豊橋

13003965 B 長江　誠 鹿野　久恵 無所属 （愛知県）

13003973 B 加沢　登 北川　ゆみ子 石川県 金沢ダンス

Ｓ 3 　組

登録番号 級 リーダー氏名 パートナー氏名 所属県連盟 所属教室 備考

13003711 C 藤浪　辰夫 熊澤　まゆみ 岐阜県 アキタトシオ

13003734 C 高島　賢治 柴野　泰子 愛知県 ミツイＤＳ

13004064 C 山村　知正 鈴木　啓子 静岡県 タカハシＤＣ

Ｓ・Ｒ 16 　組

登録番号 級 リーダー氏名 パートナー氏名 所属県連盟 所属教室 備考

13000112 Ａ 松下 茂 松下　知英子 無所属 （愛知県）

13000330 A 常富 篤美 常富 法子 無所属 （愛知県）

13000935 B 大林 茂樹 大林　公子 静岡県 ＤＳハヤシ

13001102 Ｂ 森 正吉 朝倉　和子 静岡県 イシカワ

13001169 Ａ 大河内 譲 大河内久美代 無所属 （愛知県）

シニア・ラテンアメリカン　選手権

Ｇシニア・ラテンアメリカン　Ａ Ｂ　級

Ｇシニア・ラテンアメリカン　Ｃ Ｄ　級

スーパーシニア・ラテンアメリカン　Ａ Ｂ級



13001337 A 野本 正次 西 きよみ 愛知県 ツゲヨシヒロ

13001684 A 下村 卓也 野村　泉水 三重県 コクボＤＳ

13001921 A 安藤 安夫 上野　清美 愛知県 ＥＧＡＷＡ

13001979 A 山田 進 山田 詠香 愛知県 ロマンＤＳ

13002119 Ａ 戸田 かずお 本田 まさこ 三重県 IKEDA 

13002652 A 山田 広明 大野　久美子 岐阜県 ナガナワ

13002662 A 仙石 敏也 仙石　京子 岐阜県 ＧＳオカムラ

13002883 A 小田 喜久 眞田　優子 三重県 丸之内DK

13003029 A 田代 浩 田代　智子 無所属 （三重県）

13003200 B 宗林 秀典 宗林 誓子 三重県 白バラDK

13003396 Ａ 馬渕　亮一 馬渕　邦美 福井県 新生ＤＫ

Ｃ 7 　組

登録番号 級 リーダー氏名 パートナー氏名 所属県連盟 所属教室 備考

13002043 D 西内　通範 本多　みどり 岐阜県 アキタトシオ

13002456 C 柴田 宏二 加藤　恵里子 愛知県 ツゲヨシヒロ

13002457 C 西村　和秀 久保田　光子 無所属 （愛知県）

13002624 C 中川 重雄 中川　ゆり 三重県 コクボ伊勢

13003306 D 藤井　勝斌 川井　和代 静岡県 イシカワＤＳ

13003338 C 水野　研二 野中　三八子 静岡県 スマイル

13003787 C 萩原　孝英 萩原　佐知子 静岡県 ナグラＤＳＴ

Ｃ・Ｓ 11 　組

登録番号 級 リーダー氏名 パートナー氏名 所属県連盟 所属教室 備考

13002147 B 濱田　義和 麗　明 愛知県 アオヤマＤＡ

13002458 Ａ 安藤　孝之 湯浅　泉 愛知県 Hamano

13002707 Ａ 安藤 貴洋 安藤　恵里 愛知県 Hamano

13003294 Ａ 辻　浩和 辻　沙織 愛知県 道場塚本

13003763 A 櫻庭　幸哉 神谷　さくら 愛知県 Hamano

13003829 A 田村　健紀 高木　まどか 愛知県 Hamano

13004033 A 高本　由紀夫 高本　美樹 愛知県 道場塚本

13004046 A 服部　一眞 杉山　明貴菜 静岡県 マーシー

13004050 B 松本　悠 鈴木　佐和 学連 中部学連

13004069 B 樫村　祥汰 小泉　文乃 愛知県 DSp豊橋

13004101 B 田口　直人 館山　くるみ 学連 中部学連

Ｃ 42 　組

登録番号 級 リーダー氏名 パートナー氏名 所属県連盟 所属教室 備考

13000042 Ｂ 佃 昌光 佃　順子 静岡県 ＤＷパレス

13000112 Ｂ 松下 茂 松下　知英子 無所属 （愛知県）

13000564 B 松本 郁雄 鈴木 京子 静岡県 ＤＳハヤシ

13000627 Ｂ 勝 正弘 勝 靖子 無所属 （岐阜県）

13000935 B 大林 茂樹 大林　公子 静岡県 ＤＳハヤシ

13001000 B 冨田 泰孝 杉山　ちあみ 岐阜県 ナガナワ

シニア・ラテンアメリカン　Ｃ Ｄ　級

アマ・ラテンアメリカン　Ａ　級

アマ・ラテンアメリカン　Ｂ　級



13001114 B 佐々木 修二 佐々木 光子 愛知県 ＥＧＡＷＡ

13001188 B 鵜飼　哲夫 義見　まり子 愛知県 ＥＧＡＷＡ

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 磯村　真由 愛知県 DSp豊橋

13001674 C 鈴木 勝司 森田　久美子 静岡県 フォレスタ

13001684 Ｂ 下村 卓也 野村　泉水 三重県 コクボＤＳ

13001759 Ｂ 川上 信敏 川上 勝枝 静岡県 スマイル

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

13002039 Ｂ 古後 文博 古後 昌美 愛知県 ＤＳフナコシ

13002072 Ｂ 島田 崇 小副川　敦子 愛知県 ツゲヨシヒロ

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 三重県 IKEDA 

13002147 B 濱田　義和 麗　明 愛知県 アオヤマＤＡ

13002652 Ｂ 山田 広明 大野　久美子 岐阜県 ナガナワ

13002883 B 小田 喜久 眞田　優子 三重県 丸之内DK

13003014 B 松岡 憲雄 松岡　千恵子 岐阜県 ワタナベＤＣ

13003029 Ｂ 田代 浩 田代　智子 無所属 （三重県）

13003200 B 宗林 秀典 宗林 誓子 三重県 白バラDK

13003236 B 谷　昌彦 近藤　久美 富山県 石黒ＤＳ

13003267 B 丹羽　正 中山　洋子 岐阜県 宮嶋ＳＤＳ

13003358 B 青木　崇佳 加藤　久子 愛知県 ＥＧＡＷＡ

13003368 B 大谷　光利 井口　京子 静岡県 ナグラＤＳＴ

13003699 B 早川　俊之 早川　麻由美 静岡県 ＤＷパレス

13003774 B 松尾　勇汰 松尾　柚香 愛知県 マイムＤＳ

13003787 B 萩原　孝英 萩原　佐知子 静岡県 ナグラＤＳＴ

13003798 B 武部　誠三 辻　里美 岐阜県 宮嶋ＳＤＳ

13003806 B 山下　幸一 大下　順子 愛知県 フクイケンジ

13003932 B 岸　新治 パク・ヨンスク 岐阜県 ワタナベDC

13003954 B 田母神　顕 田母神　博美 愛知県 山本かおる

13004050 B 松本　悠 鈴木　佐和 学連 中部学連

13004069 B 樫村　祥汰 小泉　文乃 愛知県 DSp豊橋

13004101 B 田口　直人 館山　くるみ 学連 中部学連

13004108 B 磯村　重則 神谷　美代子 無所属 （愛知県）

13004118 C 青木　拓史 菅沼　菜那 学連 中部学連

Ｐ 50

登録番号 級 リーダー氏名 パートナー氏名 所属県連盟 所属教室 備考

13000885 C 河合 一 宮部　佳子 岐阜県 宮嶋ＳＤＳ

13000942 Ｃ 纐纈 弘 纐纈 信子 静岡県 Ｈ＆Ｒ

13001102 Ｃ 森 正吉 朝倉　和子 静岡県 イシカワ

13001158 C 鈴木 利幸 落合　みどり 静岡県 ナグラＤＳＴ

13001191 Ｃ 奥川 幸男 石本　幸江 石川県 ビクトリー

13001221 C 田沢　秀仁 若杉　しづ枝 愛知県 ロマンＤＳ

13001411 Ｃ 澄野 久生 澄野 由紀子 三重県 ヒサムラ津

13001619 C 樋口 勝一 田中　朝代 岐阜県 ワタナベＤＣ

13001674 C 鈴木 勝司 森田　久美子 静岡県 フォレスタ

アマ・ラテンアメリカン　Ｃ　級



13001937 C 筧 博 高井　一代 無所属 （愛知県）

13001950 Ｃ 石川 克巳 丹羽　三千代 愛知県 ＥＧＡＷＡ

13002012 Ｃ 岡 義行 岡 京子 三重県 ヒサムラ津

13002043 C 西内　通範 本多　みどり 岐阜県 アキタトシオ

13002110 Ｃ 早川 三夫 村松　千登利 静岡県 佐野ソシアル

13002172 C 山北 賢司 加藤　美恵子 岐阜県 ワタナベＤＣ

13002184 C 山本 哲也 田村　さゆり 静岡県 大石ＤＳ

13002195 Ｃ 猪俣 義治 作川 知美 石川県 関ダンス

13002252 C 服部 秀一 服部　美恵子 岐阜県 ワタナベＤＣ

13002278 Ｃ 阿子田 佳典 阿子田　光子 無所属 （愛知県）

13002296 Ｃ 小関 憲三 加藤　幸子 無所属 （岐阜県）

13002316 Ｃ 若林 庄二 三嶋　百合子 岐阜県 ワタナベＤＣ

13002355 Ｃ 木下 純一 福島　のり子 愛知県 ＤＳフナコシ

13002421 Ｃ 山下 治雄 竹久　公美 無所属 （石川県）

13002433 C 吉田　良司 王　丹丹 岐阜県 宮嶋ＳＤＳ

13002454 C 今枝 幹夫 今枝　亜希子 愛知県 ナゴヤＤＷ

13002456 C 柴田 宏二 加藤　恵里子 愛知県 ツゲヨシヒロ

13002480 Ｃ 松本 直樹 家城　美智子 三重県 ヒサムラ津

13002624 C 中川 重雄 中川　ゆり 三重県 コクボ伊勢

13002887 C 佐藤 吉彦 佐藤　真理子 三重県 コクボ伊勢

13003242 C 高本　隆 高本　公子 石川県 HDＣ

13003256 C 河村　正幸 坂下　みつ子 岐阜県 アキタトシオ

13003258 C 水嶋　正純 結城　ゆり子 福井県 明宝ＤＳ

13003270 C 野田　義一 葛城　幸美 岐阜県 ワタナベＤＣ

13003310 C 和田　光大 秦　恵 無所属 （富山県）

13003338 C 水野　研二 野中　三八子 静岡県 スマイル

13003721 C 伊藤　春幸 藤田　幸子 岐阜県 GSオカムラ

13003742 C 大門　慎一郎 大門　彩加 三重県 白バラDK

13003775 C 森部　薫生 森部　ひとみ 愛知県 ＤＳフナコシ

13003888 C 廣瀬　武久 廣瀬　明美 静岡県 Ｈ＆Ｒ

13003940 C 水井　高志 水井　恵美子 静岡県 ＫＹナガイ

13003965 C 長江　誠 鹿野　久恵 無所属 （愛知県）

13003973 C 加沢　登 北川　ゆみ子 石川県 金沢ダンス

13004012 C 山口　政利 高田　千賀子 岐阜県 ワタナベＤＣ

13004023 C 日比　勝 青木　由美 岐阜県 宮嶋ＳＤＳ

13004073 C 川辺　五伊一 川辺　淳子 石川県 イチムラ

13004079 C 丸山　正実 庄司　静江 愛知県 ソワール

13004098 D 菊地　将太 松本　純菜 静岡県 大石ＤＳ

13004100 C 北村　公平 小島　早紀子 愛知県 ヒサムラＤＳ

13004117 C 杉浦　昂季 市江　真子 学連 中部学連

13004118 C 青木　拓史 菅沼　菜那 学連 中部学連

Ｒ 19 　組

登録番号 級 リーダー氏名 パートナー氏名 所属県連盟 所属教室 備考

13001670 D 田内 雅也 矢次　由里 岐阜県 ワタナベＤＣ

アマ・ラテンアメリカン　Ｄ　級



13001809 D 山崎　現 渡辺　野朱 無所属 （岐阜県）

13001941 D 川島 常豊 鈴木　さと子 静岡県 DSハヤシ

13002206 E 渥美　章一 渥美　さと子 静岡県 野中ＤＳ

13002457 D 西村　和秀 久保田　光子 無所属 （愛知県）

13002614 D 石原 時光 石原　立子 愛知県 ヒサムラＤＳ

13003012 D 野々山　勝利 深津　春子 愛知県 イケダＤＳ

13003051 Ｄ 奥村 一郎 河村　千栄美 愛知県 Ｅ＆Ｅ

13003226 D 石田　実 石田　優子 無所属 （愛知県）

13003306 D 藤井　勝斌 川井　和代 静岡県 イシカワＤＳ

13003314 D 中川　二三男 神谷　睦子 愛知県 イケダＤＳ

13003357 D 天野　聡望 伊藤　智子 愛知県 早川ＤＳ

13003711 D 藤浪　辰夫 熊澤　まゆみ 岐阜県 アキタトシオ

13003734 D 高島　賢治 柴野　泰子 愛知県 ミツイＤＳ

13003896 D 加藤　真一 大平　美佐子 愛知県 ソワール

13003963 D 波多野　辰博 松浦　和子 三重県 糸川ＤＫ

13004048 E コリ　澄人 コリ　都三女 無所属 （愛知県）

13004057 E 加藤　洋三 加藤　典子 愛知県 ロマンＤＳ

13004098 D 菊地　将太 松本　純菜 静岡県 大石ＤＳ

Ｓ 9 　組

登録番号 級 リーダー氏名 パートナー氏名 所属県連盟 所属教室 備考

13001845 Ｅ 日比野 孝彦 日比野　和代 無所属 （愛知県）

13002206 E 渥美　章一 渥美　さと子 静岡県 野中ＤＳ

13002693 E 大田 欽也 大田　ハツ恵 無所属 （静岡県）

13002706 E 近藤 雅好 近藤　明美 愛知県 ツゲヨシヒロ

13003966 E 寺田　憲司 小池　やす子 静岡県 イシカワＤＳ

13004048 E コリ　澄人 コリ　都三女 無所属 （愛知県）

13004057 E 加藤　洋三 加藤　典子 愛知県 ロマンＤＳ

13004064 E 山村　知正 鈴木　啓子 静岡県 タカハシＤＣ

13004105 E 谷川　祥汰 鵜木　沙也加 富山県 ＤＳイソベ

Ｃ 9 　組

登録番号 級 リーダー氏名 パートナー氏名 所属県連盟 所属教室 備考

13003081 F 塚本　大地 塚本　恵 愛知県 ヒサムラＤＳ

13003750 F 勝村　達矢 柿沼　明 静岡県 仲井ＤＳＴ

13003815 F 中嶋　隆行 山口　菊江 愛知県 ヒサムラＤＳ

13003970 F 原田　功 菅沼　百合子 愛知県 DSp豊橋

13004090 F 澤田　哲哉 門眞　由美子 静岡県 ツチヤＤＳ

13004092 F 三嶋　基 三嶋　まゆみ 愛知県 ナゴヤＤＷ

13004112 F 熊谷　知泰 橋本　茉夕 富山県 ＤＳイソベ

13004113 F 金原　功 松本　たつ江 静岡県 フォレスタ

13004121 F 滝川　貴之 滝川　舞 愛知県 ツゲヨシヒロ

アマ・ラテンアメリカン　Ｅ　級

アマ・ラテンアメリカン　Ｆ　級


