
Ｗ 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

13001077 A 船原 千佳史 船原 みな子 愛知県 山本かおる

13001411 B 澄野 久生 澄野 由紀子 三重県 ヒサムラ津

13001498 A 西野 龍男 西野 美恵子 愛知県 ﾌｸｲｹﾝｼﾞＤＡ

13001582 A 亀石 正彦 篠田　喜美子 岐阜県 ＧＳオカムラ

13002007 B 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

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 A 岸　新治 パク・ヨンスク 岐阜県 ワタナベDC

13004031 B 石川　孝 古橋　さと江 静岡県 ナグラＤＳＴ

Ｔ 46 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

13000564 Ａ 松本 郁雄 鈴木 京子 静岡県 ＤＳハヤシ

13000627 A 勝 正弘 勝 靖子 無所属 （岐阜県）

13000859 B 柴木 勝 津端 英子 愛知県 ツゲヨシヒロ

13000942 B 纐纈 弘 纐纈 信子 静岡県 Ｈ＆Ｒ

13001044 Ａ 野中 功 野中 洋枝 静岡県 野中ＤＳ

13001158 A 鈴木 利幸 落合　みどり 静岡県 ナグラＤＳＴ

13001169 A 大河内 譲 大河内久美代 無所属 （愛知県）

13001281 B 宮本 利明 寺田　たい子 静岡県 ＤＳハヤシ

13001326 Ａ 上野 賢一 上野 由美子 富山県 ＤＳイソベ

13001431 A 渡辺 希男 奥村 洋子 無所属 （岐阜県）

13001477 B 熊谷 裕英 磯村　真由 愛知県 DSp豊橋

13001582 Ａ 亀石 正彦 篠田　喜美子 岐阜県 ＧＳオカムラ

13001619 B 樋口 勝一 田中　朝代 岐阜県 ワタナベＤＣ

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

13001781 A 鍋谷　忠男 上井　真由美 無所属 （富山県）

13001875 A 榊原 正美 榊原 好子 愛知県 ロマンＤＳ

13001919 A 荒木　登 山田　京子 岐阜県 アキタトシオ

13002012 Ａ 岡 義行 岡 京子 三重県 ヒサムラ津

13002031 B 川村 卓司 森川　ミチル 愛知県 ソワール

13002077 Ａ 丸山 一 丸山 由美子 静岡県 ＤＷパレス

13002184 B 山本 哲也 田村　さゆり 静岡県 大石ＤＳ

13002196 B 西野 義隆 青木　恭子 石川県 ミヤザキ

13002278 B 阿子田 佳典 阿子田　光子 無所属 （愛知県）

13002355 Ｂ 木下 純一 福島　のり子 愛知県 ＤＳフナコシ

13002421 A 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

13002588 B 森 浩光 森　洋子 無所属 （三重県）

13002620 B 前沢 和男 前沢　清江 静岡県 ＫＳ・ダンス

13002624 Ｂ 中川 重雄 中川　ゆり 三重県 コクボ伊勢

スーパーシニア・スタンダード　Ａ Ｂ　級

Ｇシニア・スタンダード　Ａ Ｂ　級



13002631 B 鈴木 一郎 大川　敦子 愛知県 一彦ＤＳＴ

13002818 A 太田　重毅 石塚　久美子 岐阜県 ワタナベＤＣ

13002845 B 安井 一史 安井　充子 愛知県 ソワール

13002883 Ｂ 小田 喜久 眞田　優子 三重県 丸之内DK

13003047 B 永井 修 永井　由紀子 静岡県 ＤＷパレス

13003217 B 遠山　則行 遠山　貴子 愛知県 DSp豊橋

13003368 A 大谷　光利 井口　京子 静岡県 ナグラＤＳＴ

13003374 B 寺田　禮三 伊藤　よし江 静岡県 川島ＤＳ

13003699 A 早川　俊之 早川　麻由美 静岡県 ＤＷパレス

13003734 B 高島　賢治 柴野　泰子 愛知県 ミツイＤＳ

13003780 B 丹野　由博 丹野　雅子 岐阜県 ワタナベＤＣ

13003906 B 北奥　耕一 稲村　美知代 無所属 （三重県）

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

13004037 A 高橋　幹男 大門　三枝子 石川県 ＤＳＴ福浦

Ｗ 14 　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

13002011 D 矢野 一 柴田　美名子 無所属 （愛知県）

13002206 C 渥美　章一 渥美　さと子 静岡県 野中ＤＳ

13002582 C 松島 成利 松島　千枝子 三重県 ヒサムラ津

13002703 Ｃ 青島 靖幸 青島　千恵子 静岡県 山口ＤＳ

13003051 C 奥村 一郎 河村　千栄美 愛知県 Ｅ＆Ｅ

13003298 C 米川　正光 黒田　敬子 無所属 （三重県）

13003315 C 大坪　孝通 大坪　敏子 愛知県 ﾌｸｲｹﾝｼﾞＤＡ

13003762 C 稲葉　泰夫 松田　里子 愛知県 ＢＤヤマカワ

13003815 C 中嶋　隆行 山口　菊江 愛知県 ヒサムラＤＳ

13003840 D 若松　裕治 若松　広子 愛知県 Ｅ＆Ｅ

13003898 C 平松　正幸 松田　恵美子 愛知県 Hamano

13003905 D 大門　憲義 大門　公子 三重県 白バラDK

13003971 D 今井　順一 今井　千代 愛知県 フクイケンジ

13004022 C 水野　弘道 寺沢　桂子 無所属 （岐阜県）

Ｔ 2 　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

13003719 N 向川　信 向川　幸子 岐阜県 ＧＳオカムラ

13004066 N 穗積　親憲 川嶋　美和 三重県 丸之内ＤＫ

Ｆ 30 　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）

13000367 B 佐合 孝史 佐合 知子 愛知県 沢上ムライ

Ｇシニア・スタンダード　Ｎ　級

シニア・スタンダード　Ａ Ｂ　級

Ｇシニア・スタンダード　Ｃ Ｄ　級



13000383 Ｂ 髙木 和光 髙木　節子 愛知県 ＤＳフナコシ

13000737 Ｂ 根嵜 有次 根嵜 さかゑ 愛知県 ヒサムラＤＳ

13000930 Ａ 笹木 憲一 真井　芳子 石川県 今泉ダンス

13001117 Ａ 倉内 隆 野田　妙子 岐阜県 アキタトシオＤＳ

13001188 A 鵜飼　哲夫 義見　まり子 愛知県 ＥＧＡＷＡ

13001281 B 宮本 利明 寺田　たい子 静岡県 ＤＳハヤシ

13001452 Ａ 古澤 誠 緑谷 朱三江 無所属 （愛知県）

13001511 Ａ 山下 恭男 山下 美恵子 静岡県 ＫＳ・ダンス

13001535 B 佐脇　法雄 佐脇 洋子 愛知県 ロマンＤＳ

13001619 B 樋口 勝一 田中　朝代 岐阜県 ワタナベＤＣ

13001792 Ａ 柴田 広 内藤 絵美 愛知県 フクイケンジ

13001937 B 筧 博 高井　一代 無所属 （愛知県）

13001950 Ｂ 石川 克巳 丹羽　三千代 愛知県 ＥＧＡＷＡ

13002195 B 猪俣 義治 作川 知美 石川県 関ダンス

13002818 B 太田　重毅 石塚　久美子 岐阜県 ワタナベＤＣ

13002845 B 安井 一史 安井　充子 愛知県 ソワール

13003200 B 宗林 秀典 宗林 誓子 三重県 白バラDK

13003253 B 繁野　守毅 繁野　由紀江 静岡県 ナグラＤＳＴ

13003258 B 水嶋　正純 結城　ゆり子 福井県 明宝ＤＳ

13003259 B 間宮　圓治 間宮　昌子 愛知県 アオヤギＤＳ

13003310 B 和田　光大 秦　恵 無所属 （富山県）

13003368 B 大谷　光利 井口　京子 静岡県 ナグラＤＳＴ

13003396 A 馬渕　亮一 馬淵　邦美 福井県 新生ＤＫ

13003736 B 伏見　隆夫 伏見　亜佐 静岡県 ツチヤＤＳ

13003775 B 森部　薫生 森部　ひとみ 愛知県 ＤＳフナコシ

13003858 B 中島　義明 宮崎　邦子 岐阜県 アキタトシオ

13003877 B 中田　芳雄 山口　福美 三重県 糸川DＫ

Ｑ 24 　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

13001102 C 森 正吉 朝倉　和子 静岡県 イシカワ

13001449 C 伴野 照男 松浦 敦子 愛知県 フクイケンジ

13001809 C 山崎　現 渡辺　野朱 無所属 （岐阜県）

13002002 C 日比野 礎 日比野奈美子 愛知県 セオＤＫ

13002033 C 三島 悟 三島 妙子 無所属 （岐阜県）

13002043 D 西内　通範 本多　みどり 岐阜県 アキタトシオ

13002316 C 若林 庄二 三嶋　百合子 岐阜県 ワタナベＤＣ

13002456 C 柴田 宏二 加藤　恵里子 愛知県 ツゲヨシヒロ

13002624 Ｃ 中川 重雄 中川　ゆり 三重県 コクボ伊勢

13002693 D 大田 欽也 大田　ハツ恵 無所属 （静岡県）

13002887 Ｄ 佐藤 吉彦 佐藤　真理子 三重県 コクボ伊勢

13003337 C 斉藤　勇 中西　美千子 富山県 ＤＳＴ中川

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

13003787 C 萩原　孝英 萩原　佐知子 静岡県 ナグラＤＳＴ

13003839 C 早川　順一 早川　弘美 愛知県 フクイケンジ

13003840 D 若松　裕治 若松　広子 愛知県 Ｅ＆Ｅ

13003923 D 滝沢　秀行 位田　由美子 三重県 糸川ＤＫ

シニア・スタンダード　Ｃ Ｄ　級



13003954 C 田母神　顕 田母神　博美 愛知県 山本かおる

13003959 C 箕浦　直輝 西郷　朋花 岐阜県 ＤＳイワモト

13003963 C 波多野　辰博 松浦　和子 三重県 糸川ＤＫ

13003987 D 濱口　幸弘 大富　由美 三重県 糸川ＤＫ

13004022 D 水野　弘道 寺沢　桂子 無所属 （岐阜県）

13004049 D 吉田　敬司 高橋　令子 福井県 新生ＤＫ

Ｗ 4 　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

13001781 N 鍋谷　忠男 上井　真由美 無所属 （富山県）

13002848 N 野元　勝己 美和　とみ子 愛知県 フクイケンジ

13003387 N 三輪　博之 馬淵　裕美 愛知県 フクイケンジ

13004066 N 穗積　親憲 川嶋　美和 三重県 丸之内ＤＫ

Ｗ・Ｔ 36 　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）

13000132 Ａ 篠田 勉 篠田　雅美 無所属 （富山県）

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 スマイル

13000930 Ａ 笹木 憲一 真井　芳子 石川県 今泉ダンス

13001025 Ａ 伊藤 茂 伊藤 千鶴 愛知県 アオヤギＤＳ

13001117 B 倉内 隆 野田　妙子 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 （愛知県）

13001188 A 鵜飼　哲夫 義見　まり子 愛知県 ＥＧＡＷＡ

13001367 Ａ 川上 泰士 川上　麻子 岐阜県 ワタナベＤＣ

13001452 Ａ 古澤 誠 緑谷 朱三江 無所属 （愛知県）

13001688 Ａ 山口 勝昭 山口 実千代 石川県 関ダンス

13001759 A 川上 信敏 川上 勝枝 静岡県 スマイル

13001792 Ａ 柴田 広 内藤 絵美 愛知県 フクイケンジ

13001921 A 安藤 安夫 上野　清美 愛知県 ＥＧＡＷＡ

13002066 Ａ 鈴木 宏之 岡田　敦子 愛知県 フクイケンジ

13002077 A 丸山 一 丸山 由美子 静岡県 ＤＷパレス

13002101 Ａ 時原 三郎 時原 とよみ 愛知県 イケダＤＳ

13002583 A 川端 利夫 川端　和子 富山県 ＤＳイソベ

13003072 A 黒田　敦也 飯田　あや 愛知県 ＥＧＡＷＡ

13003236 A 谷　昌彦 近藤　久美 富山県 石黒ＤＳ

13003310 B 和田　光大 秦　恵 無所属 （富山県）

13003323 A 高木　学 高木　恵子 岐阜県 ワタナベＤＣ

13003387 B 三輪　博之 馬淵　裕美 愛知県 フクイケンジ

13003396 Ａ 馬渕　亮一 馬渕　邦美 福井県 新生ＤＫ

13003699 A 早川　俊之 早川　麻由美 静岡県 ＤＷパレス

13003778 A 宗宮　清澄 山田　加代子 岐阜県 アキタトシオ

13003806 A 山下　幸一 大下　順子 愛知県 フクイケンジ

13003858 A 中島　義明 宮崎　邦子 岐阜県 アキタトシオ

シニア・スタンダード　Ｎ　級

アマ・スタンダード　Ａ　級



13003869 A 小林　潤一 小林　麻衣 無所属 （石川県）

13003932 A 岸　新治 パク・ヨンスク 岐阜県 ワタナベDC

13004046 A 服部　一眞 杉山　明貴菜 静岡県 マーシー

13004056 A 石井　悠嗣 東山　千紘 愛知県 ＥＧＡＷＡ

13004087 B 相良　悠伍 二村　亜美 学連 中部学連

13004089 B 子安　譲 寺田　結泉 学連 中部学連

Ｑ 80 　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 Ｂ 杉山 典克 杉山 美子 静岡県 ＤＳハヤシ

13000042 Ｂ 佃 昌光 佃　順子 静岡県 ＤＷパレス

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

13000627 B 勝 正弘 勝 靖子 無所属 （岐阜県）

13000737 B 根嵜 有次 根嵜 さかゑ 愛知県 ヒサムラＤＳ

13000859 B 柴木 勝 津端 英子 愛知県 ツゲヨシヒロ

13000885 B 河合 一 宮部　佳子 岐阜県 宮嶋ＳＤＳ

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

13001044 Ｂ 野中 功 野中 洋枝 静岡県 野中ＤＳ

13001114 B 佐々木 修二 佐々木 光子 愛知県 ＥＧＡＷＡ

13001117 B 倉内 隆 野田　妙子 岐阜県 アキタトシオＤＳ

13001158 Ｂ 鈴木 利幸 落合　みどり 静岡県 ナグラＤＳＴ

13001191 B 奥川 幸男 石本　幸江 石川県 ビクトリー

13001281 B 宮本 利明 寺田　たい子 静岡県 ＤＳハヤシ

13001326 B 上野 賢一 上野 由美子 富山県 ＤＳイソベ

13001337 B 野本 正次 西 きよみ 愛知県 ツゲヨシヒロ

13001431 Ｂ 渡辺 希男 奥村 洋子 無所属 （岐阜県）

13001449 B 伴野 照男 松浦 敦子 愛知県 フクイケンジ

13001477 B 熊谷 裕英 磯村　真由 愛知県 DSp豊橋

13001498 B 西野 龍男 西野 美恵子 愛知県 ﾌｸｲｹﾝｼﾞＤＡ

13001511 B 山下 恭男 山下 美恵子 静岡県 ＫＳ・ダンス

13001535 Ｂ 佐脇　法雄 佐脇 洋子 愛知県 ロマンＤＳ

13001619 B 樋口 勝一 田中　朝代 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

13001852 B 北内　照高 北内　孝子 福井県 松宮ＤＳＴ

13001875 Ｂ 榊原 正美 榊原 好子 愛知県 ロマンＤＳ

13001919 B 荒木　登 山田　京子 岐阜県 アキタトシオ

13001937 B 筧 博 高井　一代 無所属 （愛知県）

13001950 B 石川 克巳 丹羽　三千代 愛知県 ＥＧＡＷＡ

13001980 Ｂ 谷口 実 佐藤 美知枝 福井県 松宮ＤＳＴ

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

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 無所属 （富山県）

13002072 B 島田 崇 小副川　敦子 愛知県 ツゲヨシヒロ

13002084 Ｂ 佐橋 隆弘 野倉　順子 岐阜県 ＧＳオカムラ

13002119 Ｂ 戸田 かずお 本田 まさこ 三重県 IKEDA 

アマ・スタンダード　Ｂ　級



13002173 B 岡田 悟 山下 和子 岐阜県 ＤＳイワモト

13002184 B 山本 哲也 田村　さゆり 静岡県 大石ＤＳ

13002195 B 猪俣 義治 作川 知美 石川県 関ダンス

13002278 B 阿子田 佳典 阿子田　光子 無所属 （愛知県）

13002296 B 小関 憲三 加藤　幸子 無所属 （岐阜県）

13002388 C 松田 正徳 松田　みすず 愛知県 近藤ＤＫ

13002432 B 松葉 建夫 原田　美智子 岐阜県 ＤＳイワモト

13002652 B 山田 広明 大野　久美子 岐阜県 ナガナワ

13002845 B 安井 一史 安井　充子 愛知県 ソワール

13002883 B 小田 喜久 眞田　優子 三重県 丸之内DK

13003015 B 井戸 昌昭 村井　有美子 岐阜県 ＤＳイワモト

13003029 B 田代 浩 田代　智子 無所属 （三重県）

13003065 B 浜松 茂 安藤　江里 静岡県 ＤＳハヤシ

13003081 B 塚本　大地 塚本　恵 愛知県 ヒサムラＤＳ

13003200 B 宗林 秀典 宗林 誓子 三重県 白バラDK

13003226 B 石田　実 石田　優子 無所属 （愛知県）

13003242 B 高本　隆 高本　公子 石川県 HDＣ

13003253 B 繁野　守毅 繁野　由紀江 静岡県 ナグラＤＳＴ

13003258 B 水嶋　正純 結城　ゆり子 福井県 明宝ＤＳ

13003310 B 和田　光大 秦　恵 無所属 （富山県）

13003337 B 斉藤　勇 中西　美千子 富山県 ＤＳＴ中川

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

13003374 B 寺田　禮三 伊藤　よし江 静岡県 川島ＤＳ

13003387 B 三輪　博之 馬淵　裕美 愛知県 フクイケンジ

13003774 B 松尾　勇汰 松尾　柚香 愛知県 マイムＤＳ

13003775 B 森部　薫生 森部　ひとみ 愛知県 ＤＳフナコシ

13003781 B 野田　義孝 田中　智恵美 岐阜県 ワタナベＤＣ

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

13003820 B 木谷　友紀 五十嵐　喜子 富山県 ＤＳイソベ

13003877 B 中田　芳雄 山口　福美 三重県 糸川DＫ

13003896 B 加藤　真一 大平　美佐子 愛知県 ソワール

13003926 B 芳賀　幹夫 磯部　紀子 愛知県 ソワール

13003940 B 水井　高志 水井　恵美子 静岡県 ＫＹナガイ

13003954 B 田母神　顕 田母神　博美 愛知県 山本かおる

13003963 B 波多野　辰博 松浦　和子 三重県 糸川ＤＫ

13004037 B 高橋　幹男 大門　三枝子 石川県 ＤＳＴ福浦

13004087 B 相良　悠伍 二村　亜美 学連 中部学連

13004089 B 子安　譲 寺田　結泉 学連 中部学連

13004108 B 磯村　重則 神谷　美代子 無所属 （愛知県）

Ｔ 80 　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

13000383 Ｃ 髙木 和光 髙木　節子 愛知県 ＤＳフナコシ

13000942 Ｃ 纐纈 弘 纐纈 信子 静岡県 Ｈ＆Ｒ

13001077 C 船原 千佳史 船原 みな子 愛知県 山本かおる

アマ・スタンダード　Ｃ　級  



13001102 Ｃ 森 正吉 朝倉　和子 静岡県 イシカワ

13001139 Ｃ 小倉 福三 五島　那於子 岐阜県 アキタトシオ

13001221 C 田沢　秀仁 若杉　しづ枝 愛知県 ロマンＤＳ

13001307 Ｃ 神谷 旭 石塚　綾子 静岡県 ＤＳハヤシ

13001344 Ｃ 古川 憲男 吉田 幸子 愛知県 ツゲヨシヒロ

13001366 C 山名 敬一 臼井　芳子 岐阜県 アキタトシオ

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

13001637 Ｃ 和田 宅矛 和田　昌代 静岡県 DSハヤシ

13001674 D 鈴木 勝司 森田　久美子 静岡県 フォレスタ

13001809 C 山崎　現 渡辺　野朱 無所属 （岐阜県）

13001941 C 川島 常豊 鈴木　さと子 静岡県 DSハヤシ

13002002 Ｃ 日比野 礎 日比野奈美子 愛知県 セオＤＫ

13002031 C 川村 卓司 森川　ミチル 愛知県 ソワール

13002033 Ｃ 三島 悟 三島 妙子 無所属 （岐阜県）

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

13002196 Ｃ 西野 義隆 青木　恭子 石川県 ミヤザキ

13002206 C 渥美　章一 渥美　さと子 静岡県 野中ＤＳ

13002252 Ｃ 服部 秀一 服部　美恵子 岐阜県 ワタナベＤＣ

13002274 C 堀谷 泰敏 堀谷　美子 愛知県 近藤ＤＫ

13002281 Ｃ 大嶋 本嗣 大嶋　美代子 愛知県 近藤ＤＫ

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 糸川DＫ

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

13002367 Ｃ 六鹿 忠孝 岡田　晴美 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ＤＫ

13002392 Ｃ 菊地 敏彦 菊地　あつ子 愛知県 ロマンＤＳ

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

13002480 Ｃ 松本 直樹 家城　美智子 三重県 ヒサムラ津

13002555 C 福岡 新一 福岡　裕子 静岡県 ナグラＤＳＴ

13002588 C 森 浩光 森　洋子 無所属 （三重県）

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 コクボ伊勢

13002631 C 鈴木 一郎 大川　敦子 愛知県 一彦ＤＳＴ

13002703 C 青島 靖幸 青島　千恵子 静岡県 山口ＤＳ

13002848 C 野元　勝己 美和　とみ子 愛知県 フクイケンジ

13002887 C 佐藤 吉彦 佐藤　真理子 三重県 コクボ伊勢

13002914 C 柴田 富造 柴田　幸 岐阜県 GSオカムラ

13003012 C 野々山　勝利 深津　春子 愛知県 イケダＤＳ

13003014 Ｃ 松岡 憲雄 松岡　千恵子 岐阜県 ワタナベＤＣ

13003047 Ｃ 永井 修 永井　由紀子 静岡県 ＤＷパレス

13003214 C 江坂　嘉彦 江坂　久美子 愛知県 ロマンＤＳ

13003217 C 遠山　則行 遠山　貴子 愛知県 DSp豊橋

13003239 C 大竹 輝久 吉田　美代 愛知県 ハッピーＤＫ

13003256 Ｃ 河村　正幸 坂下　みつ子 岐阜県 アキタトシオ

13003267 C 丹羽　正 中山　洋子 岐阜県 宮嶋ＳＤＳ

13003270 C 野田　義一 葛城　幸美 岐阜県 ワタナベＤＣ

13003314 C 中川　二三男 神谷　睦子 愛知県 イケダＤＳ



13003338 C 水野　研二 野中　三八子 静岡県 スマイル

13003709 C 中島　彰則 大海　みゆき 愛知県 ハッピーＤＫ

13003721 C 伊藤　春幸 藤田　幸子 岐阜県 GSオカムラ

13003724 D 平賀　久男 平賀　美恵子 静岡県 野中DS

13003734 C 高島　賢治 柴野　泰子 愛知県 ミツイＤＳ

13003736 C 伏見　隆夫 伏見　亜佐 静岡県 ツチヤＤＳ

13003748 C 奥田　晏弘 佐々木　光代 岐阜県 ＤＳイワモト

13003780 C 丹野　由博 丹野　雅子 岐阜県 ワタナベＤＣ

13003824 C 土方　秀樹 勝野　よう子 岐阜県 ＧＳオカムラ

13003839 C 早川　順一 早川　弘美 愛知県 フクイケンジ

13003840 D 若松　裕治 若松　広子 愛知県 Ｅ＆Ｅ

13003844 C 長谷川　仁 伊藤　ひろみ 無所属 （愛知県）

13003906 C 北奥　耕一 稲村　美知代 無所属 （三重県）

13003959 C 箕浦　直輝 西郷　朋花 岐阜県 ＤＳイワモト

13003965 C 長江　誠 鹿野　久恵 無所属 （愛知県）

13003987 C 濱口　幸弘 大富　由美 三重県 糸川ＤＫ

13004012 C 山口　政利 高田　千賀子 岐阜県 ワタナベＤＣ

13004028 C 竹澤　憲之 塚原　清美 石川県 ＤＳ金沢

13004031 C 石川　孝 古橋　さと江 静岡県 ナグラＤＳＴ

13004040 C 加藤　清志 加藤　智恵美 愛知県 Ｎ・Ｓダンス

13004057 C 加藤　洋三 加藤　典子 愛知県 ロマンＤＳ

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

13004080 C 日比野　勝巳
日比野　実紀

子
岐阜県 ＤＡヒロセ

13004100 C 北村　公平 小島　早紀子 愛知県 ヒサムラＤＳ

Ｆ 30 　組
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13001438 D 永井 英男 永井 公恵 愛知県 ヒサムラＤＳ

13001674 D 鈴木 勝司 森田　久美子 静岡県 フォレスタ

13001845 D 日比野 孝彦 日比野　和代 無所属 （愛知県）

13002011 Ｄ 矢野 一 柴田　美名子 無所属 （愛知県）

13002172 D 山北 賢司 加藤　美恵子 岐阜県 ワタナベＤＣ

13002582 D 松島 成利 松島　千枝子 三重県 ヒサムラ津

13002647 D 荒川　守 荒川　悦子 岐阜県 ＧＳオカムラ

13002693 Ｄ 大田 欽也 大田　ハツ恵 無所属 （静岡県）

13002706 Ｄ 近藤 雅好 近藤　明美 愛知県 ツゲヨシヒロ

13003051 Ｄ 奥村 一郎 河村　千栄美 愛知県 Ｅ＆Ｅ

13003298 D 米川　正光 黒田　敬子 無所属 （三重県）

13003315 D 大坪　孝通 大坪　敏子 愛知県 ﾌｸｲｹﾝｼﾞＤＡ

13003357 D 天野　聡望 伊藤　智子 愛知県 早川ＤＳ

13003719 D 向川　信 向川　幸子 岐阜県 ＧＳオカムラ

13003724 D 平賀　久男 平賀　美恵子 静岡県 野中DS

13003762 D 稲葉　泰夫 松田　里子 愛知県 ＢＤヤマカワ

13003809 D 渡辺　英昭 渡辺　津多子 無所属 （愛知県）

13003815 D 中嶋　隆行 山口　菊江 愛知県 ヒサムラＤＳ

13003825 D 伊藤　積宏 伊藤　伸子 愛知県 フクイケンジ

13003840 D 若松　裕治 若松　広子 愛知県 Ｅ＆Ｅ

13003898 D 平松　正幸 松田　恵美子 愛知県 Hamano

アマ・スタンダード　Ｄ　級



13003905 D 大門　憲義 大門　公子 三重県 白バラDK

13003923 D 滝沢　秀行 位田　由美子 三重県 糸川ＤＫ

13004022 D 水野　弘道 寺沢　桂子 無所属 （岐阜県）

13004047 E 岸本　和行 岸本　輝美 無所属 （愛知県）

13004048 E コリ　澄人 コリ　都三女 無所属 （愛知県）

13004049 D 吉田　敬司 高橋　令子 福井県 新生ＤＫ

13004064 D 山村　知正 鈴木　啓子 静岡県 タカハシＤＣ

13004090 E 澤田　哲哉 門眞　由美子 静岡県 ツチヤＤＳ

13004105 E 谷川　祥汰 鵜木　沙也加 富山県 ＤＳイソベ

Ｗ 10 　組
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13003306 E 藤井　勝斌 川井　和代 静岡県 イシカワＤＳ

13003909 E 伊藤　眞彦 伊藤　美子 静岡県 イシカワＤＳ

13004023 E 日比　勝 青木　由美 岐阜県 宮嶋ＳＤＳ

13004047 E 岸本　和行 岸本　輝美 無所属 （愛知県）

13004048 E コリ　澄人 コリ　都三女 無所属 （愛知県）

13004077 E 平田　富夫 稲吉　美千留 無所属 （愛知県）

13004081 E 浅井　次郎 桑原　千春 岐阜県 ＤＳイワモト

13004083 E 川口　幸男 川口　祐三子 岐阜県 ワタナベＤＣ

13004090 E 澤田　哲哉 門眞　由美子 静岡県 ツチヤＤＳ

13004105 E 谷川　祥汰 鵜木　沙也加 富山県 ＤＳイソベ

Ｔ 13 　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

13001957 F 川瀬　英世 服部　しゅ榎 無所属 （愛知県）

13002516 F 掘田　卓弥 原　さゆり  愛知県 フクイケンジ

13003021 F 山本　尚 栁谷　輝代 愛知県 ソワール

13003750 F 勝村　達矢 柿沼　明 静岡県 仲井ＤＳＴ

13003966 F 寺田　憲司 小池　やす子 静岡県 イシカワＤＳ

13003971 F 今井　順一 今井　千代 愛知県 フクイケンジ

13004066 F 穗積　親憲 川嶋　美和 三重県 丸之内ＤＫ

13004092 F 三嶋　基 三嶋　まゆみ 愛知県 ナゴヤＤＷ

13004103 F 今井　健児 鵜飼　幸子 無所属 （愛知県）

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

13004114 F 小林　寛康 林　由佳 静岡県 ＤＳハヤシ

13004121 F 滝川　貴之 滝川　舞 愛知県 ツゲヨシヒロ

アマ・スタンダード　Ｅ　級

アマ・スタンダード　Ｆ　級


