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登録番号 級 リーダー氏名 パートナー氏名 所属 所属教室
13001592 Ａ 林 知弘 林  やよい 愛知県 アオヤギＤＳ
13000579 Ａ 石川  鎮一 石川  敦子 愛知県 アオヤギＤＳ
13001025 Ａ 伊藤  茂 伊藤  千鶴 愛知県 アオヤギＤＳ
13002825 Ａ 岡本 圭祐 塚越　あみ 愛知県 ＤＳＴソワール
13001792 Ａ 柴田  広 内藤  絵美 愛知県 ﾌｸｲｹﾝｼﾞＤＡ
13002066 Ａ 鈴木 宏之 岡田　敦子 愛知県 ﾌｸｲｹﾝｼﾞＤＡ
13003218 Ｂ 堀野　大輔 大原　寛子 愛知県 DSp豊橋
13003072 Ｂ 黒田　敦也 木村　真弓 その他 中部学連
13003215 B 新美　一輝 鈴木　美紀 その他 中部学連
13003317 Ｂ 村澤　俊也 横水　あずさ その他 中部学連
13003286 Ｃ 永松　直樹 佐藤　千紘 その他 中部学連
13003287 B 綾部　賢人 渡邊　真優 その他 中部学連
13001980 Ｂ 谷口 実 佐藤  美知枝 福井県 松宮ＤＳＴ
13002863 Ｂ 北川 栄一 結城　百合子 福井県 松宮ＤＳＴ
13002430 Ｂ 高山 研一 高山　美幸 富山県 トナミＤＳ
13001907 Ａ 松尾  香 上田  智子 石川県 たかひら
13000704 Ａ 山崎  正彦 名木  美栄子 石川県 ＤＳＴ福浦
13001688 Ａ 山口 勝昭 山口  実千代 石川県 関ダンス
13001117 Ａ 倉内  隆 大島　すみゑ 岐阜県 各務原ＤＫ
13002253 Ｂ 吉田  泰規 宮田　洋子 岐阜県 ワタナベＤＣ
13002819 Ｂ 名和 安彦 林　仁美 岐阜県 ＧＳオカムラ
13001367 Ａ 川上 泰士 川上　麻子 岐阜県 ワタナベＤＣ
13000895 Ａ 藤田 稔 藤田  浩子 静岡県 イシカワ
13003065 Ａ 浜松 茂 安藤　江里 静岡県 ＤＳハヤシ
13002937 Ａ 石垣 耕 相原　真夏 静岡県 ツチヤＤＳ
13002504 Ａ 増田  登紀 増田　規子 静岡県 ツチヤＤＳ
13001387 B 山本 三郎 塩谷　博美 静岡県 イソベダンス
13001511 Ａ 山下 恭男 山下  美恵子 静岡県 ＫＳ・ダンス
13000642 Ａ 村上 清治 森　敏子 静岡県 グリーンＤＳ
13002615 Ａ 落合 智一 杉原　千鶴 無所属 無所属
13003238 Ａ 吉川　和樹 吉川　百香 その他 その他
13001169 Ａ 大河内 譲 大河内久美代 無所属 無所属
13000627 Ａ 勝 正弘 勝  靖子 無所属 無所属
13000172 Ｂ 岡田  秀夫 岡田  佳代 無所属 無所属
13003224 Ｂ 星野　浩基 宮島　愛未 他団体 他団体

登録番号 級 リーダー氏名 パートナー氏名 所属 所属教室
13003259 B 間宮　圓治 間宮　昌子 愛知県 アオヤギＤＳ
13001831 B 櫻井　裕幸 緑川　知子 愛知県 アオヤギＤＳ
13002845 Ｂ 安井 一史 安井　充子 愛知県 ナゴヤＤＷ
13002428 Ｂ 天野 雅仁 天野  庸子 愛知県 ＤＳＴソワール
13001999 Ｂ 塚本 拡 近藤　久美 愛知県 ﾌｸｲｹﾝｼﾞＤＡ
13001753 Ｂ 広木　壽夫 松本　照美 愛知県 DSp豊橋
13003218 Ｂ 堀野　大輔 大原　寛子 愛知県 DSp豊橋
13002884 Ｂ 鈴木 智 鈴木　千鶴 愛知県 ＤＳフナコシ
13002039 Ｂ 古後 文博 古後  昌美 愛知県 ＤＳフナコシ
13002101 Ｂ 時原 三郎 時原  とよみ 愛知県 イケダＤＳ
13002461 Ｂ 諏訪  宏和 大森　早織 愛知県 ＥＧＡＷＡ
13002007 Ｂ 佐藤 文昭 佐藤　豊子 愛知県 ＥＧＡＷＡ
13001921 Ｂ 安藤 安夫 上野　清美 愛知県 ＥＧＡＷＡ
13001875 Ｂ 榊原  正美 榊原  好子 愛知県 ロマンＤＳ
13001535 Ｂ 佐脇　法雄 佐脇  洋子 愛知県 ロマンＤＳ
13002186 Ｂ 安藤  司 鈴木  尚子 愛知県 ロマンＤＳ
13000744 B 太田  君男 太田  美幸 愛知県 ヒサムラＤＳ
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13003074 Ｂ 渡邊　佳典 吉開　彩 その他 中部学連
13003072 Ｂ 黒田　敦也 木村　真弓 その他 中部学連
13003316 Ｃ 堀部　祥平 近藤　亜衣 その他 中部学連
13003379 C 岡　俊宏 木全　志穂 学連 中部学連
13003215 B 新美　一輝 鈴木　美紀 その他 中部学連
13003317 Ｂ 村澤　俊也 横水　あずさ その他 中部学連
13003286 Ｃ 永松　直樹 佐藤　千紘 その他 中部学連
13003287 B 綾部　賢人 渡邊　真優 その他 中部学連
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
13002012 Ｂ 岡 義行 岡  京子 三重県 ヒサムラ津
13001019 Ｂ 酒井 一男 芝田  真知子 福井県 明宝ＤＳ
13002048 Ｂ 藤田 邦男 前田　真智子 福井県 松宮ＤＳＴ
13002863 Ｂ 北川 栄一 結城　百合子 福井県 松宮ＤＳＴ
13001980 Ｂ 谷口 実 佐藤  美知枝 福井県 松宮ＤＳＴ
13002021 Ｂ 山口 壽一 田仲　れい子 福井県 明宝ＤＳ
13000747 Ｂ 萩野  清文 大城  節子 富山県 水野ダンス
13001326 Ｂ 上野  賢一 上野  由美子 富山県 ＤＳイソベ
13002045 Ｂ 室谷 起志 大島　麻里子 富山県 ＤＳイソベ
13002430 Ｂ 高山 研一 高山　美幸 富山県 トナミＤＳ
13001603 Ｂ 前川 憲章 前川  れい子 石川県 関ダンス
13003272 B 北本  信次 松井　ひとみ 石川県 DANCE NEW
13003343 C 野坂 繁樹 岩下　恭子 石川県 関ダンス
13001870 Ｂ 白井  巌 中田　潤子 石川県 今泉ダンス
13002112 Ｂ 平野  弘治 平野  克美 岐阜県 ワタナベＤＣ
13003028 Ｃ 大塚 竹芳 大塚　矢重子 岐阜県 長良ダンス
13002432 B 松葉 建夫 千垣内　清美 岐阜県 ＤＳイワモト
13002254 Ｂ 山本 献治 大西　孝子 岐阜県 アキタトシオＤＳ
13002084 Ｂ 佐橋 隆弘 小川  たか子 岐阜県 ＧＳオカムラ
13000758 Ｂ 山内  好男 浅野　文子 岐阜県 タナハシＤＳ
13001308 Ｂ 野村 和夫 西脇　良子 岐阜県 ＤＳイワモト
13001601 Ｂ 河部 猛 宮嶋 かよ子 岐阜県 アキタトシオＤＳ
13002662 Ｂ 仙石 敏也 仙石　京子 岐阜県 ＧＳオカムラ
13002253 Ｂ 吉田  泰規 宮田　洋子 岐阜県 ワタナベＤＣ
13002500 Ｂ 久保田 勝 久保田　幸代 岐阜県 ＤＳイワモト
13001350 Ｂ 各務 均 各務  眞子 岐阜県 アキタトシオＤＳ
13001094 Ｂ 伊藤 直彦 伊藤  龍子 岐阜県 ＧＳオカムラ
13001571 Ｃ 吉田  東雪 吉田  朋葩 岐阜県 ワタナベＤＣ
13001431 Ｂ 渡辺  希男 奥村  洋子 岐阜県 各務原ＤＫ
13002715 Ｂ 服部 清 傍島　輝美 岐阜県 ＤＡヒロセ
13002819 Ｂ 名和 安彦 林　仁美 岐阜県 ＧＳオカムラ
13002886 Ｂ 小島 登志彦 小島　ゆり枝 静岡県 市川ダンス
13001079 Ｂ 小森 髙士 光永　禮子 静岡県 ＤＳハヤシ
13000935 B 大林 茂樹 大林　公子 静岡県 ＤＳハヤシ
13002472 Ｂ 清水 義之 豆田　真由美 静岡県 ワタナベＤＳ
13002055 Ｂ 岸田 豊 岸田  多美子 静岡県 ツチヤＤＳ
13001158 Ｂ 鈴木  利幸 美和　とみ子 静岡県 ナグラＤＳＴ
13002077 Ｂ 丸山 一 丸山  由美子 静岡県 ＤＷパレス
13002643 Ｂ 小林 繁明 小林　真由美 静岡県 ムラタＤＳ
13001387 B 山本 三郎 塩谷　博美 静岡県 イソベダンス
13003024 Ｂ 近藤 健二 鈴木　彩 静岡県 図子タイラ
13001477 Ｂ 熊谷  裕英 新井  幸子 静岡県 岡ダンス
13003092 Ｂ 村上　典 木野　日向子 静岡県 大石ＤＳ
13000550 Ｂ 鈴木 敏正 松浦　清子 静岡県 大石ＤＳ
13002541 Ｂ 岡本 孝夫 小林　はつ代 静岡県 野中ＤＳ
13003340 B 小倉　秀男 宮塚　とよ子 無所属 無所属
13001960 Ｂ 加藤 綱夫 加藤  和代 無所属 無所属
13003283 Ｂ 高木　克之 平下　登美江 無所属 無所属
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13001927 Ｃ 廣瀬  義之 河村  典子 無所属 無所属
13002278 Ｂ 阿子田 佳典 阿子田　光子 無所属 無所属
13001170 Ｂ 諏訪  譲 設楽　恵子 無所属 無所属
13002689 B 太田 宏 太田　和枝 無所属 無所属
13001778 Ｂ 戸田 功 戸田  美加子 無所属 無所属
13000172 Ｂ 岡田  秀夫 岡田  佳代 無所属 無所属
13002069 C 吉内　彰一 松野　陽子 無所属 無所属
13003224 Ｂ 星野　浩基 宮島　愛未 他団体 他団体
13001340 Ｂ 深津 悦生 杉井  和子 他団体 他団体
13003319 B 小川　明 杉浦　節子 無所属 無所属
13003244 Ｂ 長清　篤史 長清　久美子 石川県 関ダンス

登録番号 級 リーダー氏名 パートナー氏名 所属 所属教室
13002372 Ｃ 柴田 泰成 増田　千代子 愛知県 ＤＳヤマナカ
13001421 Ｃ 後藤　武彦 後藤　京子 愛知県 アオヤギＤＳ
13002530 Ｃ 川崎 芳樹 中山　雅子 愛知県 アオヤギＤＳ
13000571 Ｃ 近藤  新一 野寺　智子 愛知県 アオヤギＤＳ
13001657 Ｃ 福富  信親 横井  ふみ子 愛知県 アオヤギＤＳ
13003060 Ｃ 杉岡 芳徳 田中　みすず 愛知県 ＤＳＴトゥービー
13000367 Ｃ 佐合  孝史 佐合  知子 愛知県 沢上ムライ
13002536 Ｃ 町田 誠吾 近藤　れい子 愛知県 ＤＳＴソワール
13002187 Ｃ 西本  澄 西本  節子 愛知県 ﾌｸｲｹﾝｼﾞＤＡ
13001449 Ｃ 伴野 照男 松浦  敦子 愛知県 ﾌｸｲｹﾝｼﾞＤＡ
13002864 Ｃ 古市 雅久 杉山　晴美 愛知県 ﾌｸｲｹﾝｼﾞＤＡ
13001498 Ｃ 西野  龍男 西野  美恵子 愛知県 ﾌｸｲｹﾝｼﾞＤＡ
13003080 Ｃ 大野　恒夫 市川　ちづみ 愛知県 ﾌｸｲｹﾝｼﾞＤＡ
13001899 Ｃ 森岡 増也 森岡  富子 愛知県 ミツイＤＳ
13001077 Ｃ 船原 千佳史 船原  みな子 愛知県 山本かおる
13001878 Ｃ 佐藤 龍治 岩本　光子 愛知県 DSp豊橋
13000383 Ｃ 髙木  和光 髙木　節子 愛知県 ヒサイズミ
13003258 C 水嶋　正純 村上　みつよ 愛知県 ＤＳフナコシ
13002355 Ｃ 木下 純一 杉村　和世 愛知県 ＤＳフナコシ
13001288 Ｃ 前田  弘 和久井ゆかる 愛知県 岡田よしのり
13003358 Ｃ 青木　崇佳 加藤　久子 愛知県 ＥＧＡＷＡ
13002282 Ｃ 伊藤 雅太 伊藤　愛子 愛知県 近藤ダンス
13002388 C 松田 正徳 松田　みすず 愛知県 近藤ダンス
13002150 Ｃ 長江 信雄 大石　るみ子 愛知県 近藤ダンス
13002621 Ｃ 小林 三郎 加藤　早苗 愛知県 ロマンＤＳ
13002862 Ｃ 阿部 喜則 前田　貴美 愛知県 ロマンＤＳ
13003318 Ｃ 洞田　勝 木戸　啓子 愛知県 ロマンＤＳ
13001266 Ｃ 福岡  幹夫 加藤  和子 愛知県 ヒサムラＤＳ
13003316 Ｃ 堀部　祥平 近藤　亜衣 その他 中部学連
13003379 C 岡　俊宏 木全　志穂 学連 中部学連
13001207 Ｃ 橋本 一敏 橋本  みづほ 三重県 コクボＤＳ
13001399 C 白塚山 努 島村　範子 三重県 オオツカＤＳ
13001411 Ｃ 澄野 久生 澄野  由紀子 三重県 ヒサムラ津
13001684 Ｃ 下村 卓也 野村　泉水 三重県 コクボＤＳ
13002315 Ｃ 丹羽 博 中尾　すまこ 三重県 丸之内DK
13002480 Ｃ 松本 直樹 家城　美智子 三重県 ヒサムラ津
13002581 Ｃ 松村 清孝 財津　恭子 三重県 白バラDK
13002582 C 松島 成利 松島　千枝子 三重県 ヒサムラ津
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
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
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13002125 Ｃ 開発 邦保 串田　清美 富山県 東爪ＤＳ
13003013 Ｃ 杉本 吉信 三箇　りつ子 富山県 高岡ＤＳＴ
13003310 C 和田　光大 秦　恵 富山県 トナミＤＳ
13003242 Ｃ 高本　隆 高本　公子 石川県 Ｊ＆Ｋ
13003343 C 野坂 繁樹 岩下　恭子 石川県 関ダンス
13001619 Ｃ 樋口  勝一 滝  幸子 岐阜県 ワタナベＤＣ
13002579 Ｃ 春木 功 国枝　敬子 岐阜県 タナハシＤＳ
13002289 Ｃ 今川  茂巳 今川　美代子 岐阜県 ＤＡヒロセ
13002872 Ｃ 勝野 功 勝野　よう子 岐阜県 ＧＳオカムラ
13003014 Ｃ 松岡 憲雄 松岡　千恵子 岐阜県 ワタナベＤＣ
13002122 Ｃ 三嶋 文良 三嶋  喜美子 岐阜県 ワタナベＤＣ
13003028 Ｃ 大塚 竹芳 大塚　矢重子 岐阜県 長良ダンス
13002208 Ｃ 澤木 貞夫 澤木  艶子 岐阜県 ＧＳオカムラ
13002316 Ｃ 若林 庄二 三嶋　百合子 岐阜県 ワタナベＤＣ
13002559 Ｃ 河村 賢二 保母　伸子 岐阜県 塚越ＤＳ
13002123 Ｃ 酒井 松治 高橋　雅子 岐阜県 アキタトシオＤＳ
13001571 Ｃ 吉田  東雪 吉田  朋葩 岐阜県 ワタナベＤＣ
13002725 Ｃ 町野 好博 町野　初枝 岐阜県 塚越ＤＳ
13002407 Ｃ 吉田 一造 松本　文子 岐阜県 ＤＡヒロセ
13002184 Ｃ 山本 哲也 田村　さゆり 静岡県 川島ダンス
13001102 Ｃ 森 正吉 戸塚　八重子 静岡県 イシカワ
13001674 Ｃ 鈴木 勝司 豊田　由美子 静岡県 ＤＳハヤシ
13001281 Ｃ 宮本 利明 小嶋　恵子 静岡県 ＤＳハヤシ
13001181 C 山本  順平 外山　真理 静岡県 ＤＳハヤシ
13002532 C 岩崎　基之 加藤　美代志 静岡県 ナグラＤＳＴ
13003307 Ｄ 甲斐　進 甲斐　京子 静岡県 エトワール
13000942 Ｃ 纐纈  弘 纐纈  信子 静岡県 ＤＷパレス
13001637 Ｃ 和田 宅矛 和田　昌代 静岡県 大石ＤＳ
13002620 Ｃ 前沢 和男 前沢　清江 静岡県 ＫＳ・ダンス
13002437 Ｃ 内山 一人 内山　真寿美 静岡県 イナハラＤＳ
13000896 Ｃ 浅田 年司 鈴木  啓子 静岡県 岡ダンス
13002091 Ｃ 竹下  隆行 山本  町子 静岡県 大石ＤＳ
13002466 Ｃ 後藤 喜章 櫻井　光枝 静岡県 スマイル
13002069 C 吉内　彰一 松野　陽子 無所属 無所属
13002892 Ｃ 木村 登 伊藤　めぐみ 他団体 他団体
13002102 Ｃ 川路　賢次 神谷　早苗 無所属 無所属
13001883 Ｃ 池脇 末徳 池脇  伸子 無所属 無所属
13002353 Ｃ 斉藤 京司 斉藤　桂子 無所属 無所属
13002456 Ｃ 柴田 宏二 中山　頼子 無所属 無所属
13001937 Ｃ 筧  博 菱川　愛子 無所属 無所属
13001845 Ｃ 日比野 孝彦 日比野　和代 無所属 無所属
13003312 Ｃ 多治見　伸好　 高橋　洋子 他団体 他団体
13002457 Ｃ 石原 良昭 菅　まゆみ 無所属 無所属
13002452 Ｃ 朽原 豊 朽原　元子 無所属 無所属
13002141 Ｃ 川部 高 川部  和子 無所属 無所属
13002619 Ｃ 小坂井 清 中山　清子 無所属 無所属
13001927 Ｃ 廣瀬  義之 河村  典子 無所属 無所属
13002905 C 後藤  博光 端谷　弘子 無所属 無所属
13002471 Ｃ 伊藤 晴宣 伊藤　三枝子 無所属 無所属
13002835 C 川本　慎太郎 川本　真由 愛知県 ロマンDS

登録番号 級 リーダー氏名 パートナー氏名 所属 所属教室
13003391 D 高橋　正樹 田中　まゆみ 愛知県 アオヤギＤＳ
13002454 Ｄ 今枝 幹夫 今枝　亜希子 愛知県 ナゴヤＤＷ
13003293 Ｄ 今井　吉晴 北川　恵里 愛知県 ナゴヤＤＷ
13002209 Ｄ 坂倉  正和 坂倉  初美 愛知県 DSTトゥービー
13001819 Ｄ 増田 裕 林　美知代 愛知県 ＤＳＴソワール
13002376 Ｄ 松岡 栄次 榊原　久 愛知県 ＤＳＴソワール
13002050 Ｄ 田中 邦弘 田中  和子 愛知県 ﾌｸｲｹﾝｼﾞＤＡ
13003387 D 三輪　博之 内山　洋子 愛知県 ﾌｸｲｹﾝｼﾞＤＡ
13003270 Ｄ 野田　義一 寺本　経子 愛知県 ミツイＤＳ

アマ・スタンダード　Ｄ級　　　62組　　Ｆ
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13002190 Ｄ 天野 強三 天野  光子 愛知県 山本かおる
13002706 Ｄ 近藤 雅好 近藤　明美 愛知県 ツゲヨシヒロ
13002443 Ｄ 中西　洋一 岩塚　不二子 愛知県 DSp豊橋
13003217 Ｄ 遠山　則行 遠山　満子 愛知県 DSp豊橋
13002678 Ｄ 犬塚 孝行 三ツ矢　育子 愛知県 旭ダンス
13002631 Ｄ 鈴木 一郎 永井　純子 愛知県 池下ダンス
13002363 Ｄ 竹内 亮介 眞野　絹江 愛知県 池下ダンス
13001595 Ｄ 磯崎 護 川副　知雅子 愛知県 ＤＳフナコシ
13002416 Ｄ 岡田　裕樹 寺本　博子 愛知県 岡田よしのり
13003314 Ｄ 中川　二三男 深津　春子 愛知県 イケダＤＳ
13002011 Ｄ 矢野  一 柴田　美名子 愛知県 近藤ダンス
13002628 Ｄ 貴公田 仁 松田　節子 愛知県 近藤ダンス
13002449 Ｄ 鎌田 芳郎 鎌田　弥生 愛知県 近藤ダンス
13003037 Ｄ 安井 啓蔵 山田　咲子 愛知県 ロマンＤＳ
13002721 Ｄ 尾崎 誠 尾崎　典子 愛知県 田川ＤＳ
13002138 Ｄ 水野  光人 北村　公子 愛知県 ヒサムラＤＳ
13003380 E 池冨　勇輝 山辺　文美 学連 中部学連
13002491 Ｄ 大橋 正 山口　福美 三重県 糸川DＫ
13002887 Ｄ 佐藤 吉彦 佐藤　真理子 三重県 ナカイＤＳ
13003355 D 水野　敏明 立松　なおみ 三重県 オオツカＤＳ
13002073 Ｄ 東  敏夫 木村  妙子 福井県 明宝ＤＳ
13003350 D 山川　信行 奥野　美恵子 富山県 ＤＳイソベ
13002524 Ｄ 松井 一樹 石居　美津子 岐阜県 ＢｏｎＴｏｎ
13002698 Ｄ 日下部 義雄 日下部　通子 岐阜県 ＧＳオカムラ
13002032 D 赤塚  敬造 小野　つや子 岐阜県 ワタナベＤＣ
13002608 Ｄ 増田 貞夫 上北　道代 岐阜県 ＧＳオカムラ
13003353 D 加藤 忠幸 高田 千賀子 岐阜県 ワタナベＤＣ
13002574 Ｄ 伊藤 修 篠田　喜美子 岐阜県 ＧＳオカムラ
13002172 Ｄ 山北  賢司 江崎　享子 岐阜県 ワタナベＤＣ
13002224 Ｄ 吉村 任伺 吉村  孝子 岐阜県 ＧＳオカムラ
13003322 D 尾関　美智則 尾関　ふみ子 岐阜県 ワタナベＤＣ
13003249 D 松川　悟 本田　紀美子 岐阜県 ＧＳオカムラ
13003300 Ｄ 井東　志郎 水野　雪枝 静岡県 ＤＳハヤシ
13001817 Ｄ 青島  作夫 和田  美子 静岡県 ＤＳハヤシ
13001416 Ｄ 井口 速夫 山下　節子 静岡県 ＤＳハヤシ
13002693 Ｄ 大田 欽也 大田　ハツ恵 静岡県 ＤＳハヤシ
13002200 Ｄ 峰 光夫 小沢  ふさ江 静岡県 ツチヤＤＳ
13002201 Ｄ 杉山 光一 植田  秀子 静岡県 ツチヤＤＳ
13003280 D 望月　潔 平谷　美香 静岡県 ミナモトＤＳ
13003307 Ｄ 甲斐　進 甲斐　京子 静岡県 エトワール
13002613 Ｄ 金子 邦雄 金子　聖子 静岡県 ＫＳ・ダンス
13001754 Ｄ 庄古 雅昭 庄古  明美 静岡県 ＫＳ・ダンス
13002310 Ｄ 石上 正明 石上　嘉子 静岡県 グリーンＤＳ
13003086 Ｄ 山内　正治 山内　美年子 静岡県 図子タイラ

13001504 Ｄ 天野  弘司 伊藤　久美子 静岡県 山本ダンス
13002852 Ｄ 西躰 豊 桜井　君代 静岡県 豊島ソシァル
13002165 Ｄ 鈴木 武 山岡  小百合 静岡県 野中ＤＳ
13000715 Ｄ 鈴木 菖夫 青木  政子 静岡県 浜松ＤＳ
13002894 Ｄ 田島 輝彦 土井　美代子 無所属 無所属
13003030 Ｄ 山田 輝夫 川口　万里子 無所属 無所属
13002031 Ｄ 川村  卓司 藤田　修子 無所属 無所属
13002374 D 吉田　稔 可児　妙子 無所属 無所属
13003313 Ｄ 鳥居 勝男 城殿 芙美子 他団体 他団体

登録番号 級 リーダー氏名 パートナー氏名 所属 所属教室
13002828 Ｅ 西村 登 西村　第子 愛知県 沢上ムライ
13002723 Ｅ 河村 昌洋 河村　則子 愛知県 山本かおる
13003380 E 池冨　勇輝 山辺　文美 学連 中部学連
13003012 Ｅ 野々山　勝利 鶴見　裕子 愛知県 イケダＤＳ
13002647 Ｅ 荒川　守 荒川　悦子 愛知県 ＥＧＡＷＡ
13001309 E 早坂　哲夫 加藤　都 愛知県 ＥＧＡＷＡ

アマ・スタンダード　Ｅ級　　　28組　　Ｗ
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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
13001859 E 瀬戸　和浩 颯田　志津江 愛知県 ロマンＤＳ
13003390 E 岩槻　善一 山口　恵里子 愛知県 ロマンＤＳ
13001805 Ｅ 横山　清三 永野　つや子 三重県 白バラDK
13002885 Ｅ 藤井　勇 半田　恵美子 三重県 ヒサムラ四
13003021 Ｅ 山本　尚 山本　千恵子 三重県 ヒサムラ四
13003058 Ｅ 浮島 達雄 野村　しおり 三重県 ナカイＤＳ
13003233 E 松山 友成 木本　菜多里 石川県 Ｊ＆Ｋ
13002695 Ｅ 市江 啓二 黒田　峯子 岐阜県 アキタトシオＤＳ
13002816 Ｅ 安達　東 仙石　利子 岐阜県 谷口ＤＳ
13003360 Ｅ 五島　緑輝 柴田　三枝子 岐阜県 スミヤＳＤＣ
13003257 Ｅ 三浦　勇二 大石　葭子 岐阜県 ＤＡヒロセ
13003022 Ｅ 相曽　明 小池　やす子 静岡県 ＤＷパレス
13003302 E 小野田　博 小野田　都 静岡県 藤枝ＳＤＳ
13003282 Ｅ 井指　喜鎖美 片岡　雅子 静岡県 図子タイラ
13003049 E 稲垣　輝治 辻　文子 静岡県 ＳＴマーシー
13003365 Ｅ 良知　慎太郎 伏見　綾菜 静岡県 大石ＤＳ
13003366 Ｅ 滝　謙一 梶原　久美江 静岡県 ダンスプレイス
13002843 Ｅ 白木　勝治 川勝　幸子 無所属 無所属
13002873 Ｅ 田中 徹也 田中　一子 無所属 無所属
13003320 Ｅ 大本　相官 大本　文子 愛知県 ロマンＤＳ

登録番号 級 リーダー氏名 パートナー氏名 所属 所属教室
13003392 F 近藤　次郎 近藤　ひとみ 愛知県 ロマンＤＳ
13003315 Ｆ 大坪　孝通 大坪　敏子 愛知県 ＳＤイトウ
13002625 Ｆ 黒木 広宣 遠藤　令子 三重県 ナカイＤＳ
13003089 Ｆ 梅田　初夫 水谷　町子 三重県 白バラ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
13003389 Ｆ 水野　和夫 志津野　光 岐阜県 ＧＳオカムラ
13003374 F 寺田　禮三 伊藤　よし江 静岡県 川島ダンス
13003306 Ｆ 藤井　勝斌 千村　友里江 静岡県 服部ダンス
13003253 Ｆ 繁野　守毅 繁野　由紀江 静岡県 岡ダンス
13003368 F 大谷　光利 井口　京子 静岡県 野中DS
13003364 Ｆ 手塚　順一 野木　麻名美 静岡県 サカモト
13003376 F 小池　良尚 小池　恭子 無所属 無所属
13003311 Ｆ 上野　和勇 浜島　はつ子 無所属 無所属
13003359 Ｆ 中北　寛 川合　恵津子 無所属 無所属

登録番号 級 リーダー氏名 パートナー氏名 所属 所属教室
13003393 B 小堀　嘉昭 中村　智絵 愛知県 アオヤギＤＳ
13002707 Ａ 安藤 貴洋 大門　彩子 愛知県 アオヤギＤＳ
13001831 Ｂ 櫻井　裕幸 緑川　知子 愛知県 アオヤギＤＳ
13001742 Ａ 木村　和也 木村  栄子 愛知県 アオヤギＤＳ
13003295 B 清　哲志 伊藤　由香 愛知県 アオヤマ
13002918 Ａ 宇野　竜弘 山田　麻衣 愛知県 アオヤマ
13002825 Ａ 岡本 圭祐 塚越　あみ 愛知県 ＤＳＴソワール
13003262 Ｂ 三原　朋隼 足立　朋子 愛知県 ＤＳＴソワール
13003356 B 押田　章利 鵜飼　恵里 愛知県 ミツイＤＳ
13001979 Ａ 山田 進 山田  詠香 愛知県 ロマンＤＳ
13003072 Ｂ 黒田　敦也 木村　真弓 その他 中部学連
13003073 Ｂ 澤　知也 内田　沙樹 その他 中部学連
13003075 Ｂ 青山　直樹 伊丹　やよい その他 中部学連
13003219 Ｂ 林　祐輝 小川　佳苗 その他 中部学連
13003077 Ｂ 幾島　洋介 山腰　恵子 その他 中部学連
13003221 Ｃ 金原　亮司 永原　由貴 その他 中部学連
13003220 Ｂ 鈴木　隆暢 後藤　さくら その他 中部学連
13003324 Ｃ 千葉　翔平 鈴木　彩 その他 中部学連

アマ・スタンダード　Ｆ級　　　15組　　Ｔ
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13003385 C 谷口　兼一 小川　綾香 学連 中部学連
13003332 Ｃ 梅本　敬太 鳥井　喜美子 その他 中部学連
13003384 C 螺澤　真介 竹中　智子 学連 中部学連
13003382 C 吉田　陵平 近藤　菜月 学連 中部学連
13003381 C 行方　友康 柴田　夕輝 学連 中部学連
13003096 Ｂ 宮地  智也 宮本　仁実 その他 中部学連
13003383 C 笈田　桂治 大崎　恵香 学連 中部学連
13003288 B 鵜飼　隼 大久保　絢乃 その他 中部学連
13003058 Ｂ 浮島 達雄 野村　しおり 三重県 ナカイＤＳ
13003277 B 藤川　拓 川嶋　美和 三重県 丸之内DK
13002662 Ｂ 仙石 敏也 仙石　京子 岐阜県 ＧＳオカムラ
13003024 Ｂ 近藤 健二 鈴木　彩 静岡県 図子タイラ
13003364 Ｅ 手塚　順一 野木　麻名美 静岡県 サカモト
13003057 Ｂ 杉山 真実 谷津倉　千博 静岡県 ＳＴマーシー
13003092 Ｂ 村上　典 木野　日向子 静岡県 大石ＤＳ
13003087 Ｂ 山口　由貴 柵木　一美 無所属 無所属
13003093 Ｂ 中村　祐喜 宮井　恵美 無所属 無所属
13002856 Ａ 長屋 勝也 長屋　雅苗 他団体 他団体
13003009 Ｂ 立山 泰斗 堂本　芳恵 無所属 無所属
13000627 Ｂ 勝 正弘 勝  靖子 無所属 無所属
13003294 Ｂ 辻　浩和 辻　沙織 無所属 無所属
13003224 Ｂ 星野　浩基 宮島　愛未 他団体 他団体

登録番号 級 リーダー氏名 パートナー氏名 所属 所属教室
13000571 Ｃ 近藤  新一 野寺　智子 愛知県 アオヤギＤＳ
13001999 Ｃ 塚本 拡 近藤　久美 愛知県 ﾌｸｲｹﾝｼﾞＤＡ
13002864 Ｃ 古市 雅久 杉山　晴美 愛知県 ﾌｸｲｹﾝｼﾞＤＡ
13003221 Ｃ 金原　亮司 永原　由貴 その他 中部学連
13003324 Ｃ 千葉　翔平 鈴木　彩 その他 中部学連
13003385 C 谷口　兼一 小川　綾香 学連 中部学連
13003332 Ｃ 梅本　敬太 鳥井　喜美子 その他 中部学連
13003384 C 螺澤　真介 竹中　智子 学連 中部学連
13003382 C 吉田　陵平 近藤　菜月 学連 中部学連
13003381 C 行方　友康 柴田　夕輝 学連 中部学連
13003383 C 笈田　桂治 大崎　恵香 学連 中部学連
13003326 C 林　佳偉 黃　燕 愛知県 ＤＳフナコシ
13002355 Ｃ 木下 純一 杉村　和世 愛知県 ＤＳフナコシ
13002884 Ｃ 鈴木 智 鈴木　千鶴 愛知県 ＤＳフナコシ
13003358 C 青木　崇佳 加藤　久子 愛知県 ＥＧＡＷＡ
13002150 Ｃ 長江 信雄 大石　るみ子 愛知県 近藤ダンス
13002862 Ｃ 阿部 喜則 前田　貴美 愛知県 ロマンＤＳ
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
13002012 Ｃ 岡 義行 岡  京子 三重県 ヒサムラ津
13002480 Ｃ 松本 直樹 家城　美智子 三重県 ヒサムラ津
13002883 Ｃ 小田 喜久 眞田　優子 三重県 丸之内DK
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
13002863 Ｃ 北川 栄一 結城　百合子 福井県 松宮ＤＳＴ
13001980 Ｃ 谷口 実 佐藤  美知枝 福井県 松宮ＤＳＴ
13003244 Ｃ 長清　篤史 長清　久美子 石川県 関ダンス
13002316 Ｃ 若林 庄二 三嶋　百合子 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
13001670 Ｃ 田内 雅也 田内　久美子 岐阜県 ワタナベＤＣ
13002559 Ｃ 河村 賢二 保母　伸子 岐阜県 塚越ＤＳ
13003014 Ｃ 松岡 憲雄 松岡　千恵子 岐阜県 ワタナベＤＣ
13002579 Ｃ 春木 功 国枝　敬子 岐阜県 タナハシＤＳ

13002911 Ｃ 丹羽　真希 伊藤　真央 岐阜県 ワタナベＤＣ
13002122 Ｃ 三嶋 文良 三嶋  喜美子 岐阜県 ワタナベＤＣ
13002184 Ｃ 山本 哲也 田村　さゆり 静岡県 川島ダンス
13001102 Ｃ 森 正吉 戸塚　八重子 静岡県 イシカワ
13001079 Ｃ 小森 髙士 光永　禮子 静岡県 ＤＳハヤシ
13000935 Ｃ 大林 茂樹 大林　公子 静岡県 ＤＳハヤシ

アマ・ラテンアメリカン　Ｃ級　　　56組　　Ｓ
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13001674 Ｃ 鈴木 勝司 豊田　由美子 静岡県 ＤＳハヤシ
13001281 Ｃ 宮本 利明 小嶋　恵子 静岡県 ＤＳハヤシ
13000942 Ｃ 纐纈  弘 纐纈  信子 静岡県 ＤＷパレス
13001637 Ｃ 和田 宅矛 和田　昌代 静岡県 大石ＤＳ
13001387 Ｃ 山本 三郎 塩谷　博美 静岡県 イソベダンス
13000896 Ｃ 浅田 年司 鈴木  啓子 静岡県 岡ダンス
13002599 C 青島　章裕 鈴木　理恵 静岡県 大石DS
13002466 Ｃ 後藤 喜章 櫻井　光枝 静岡県 スマイル
13002541 Ｃ 岡本 孝夫 小林　はつ代 静岡県 野中ＤＳ
13002353 Ｃ 斉藤 京司 斉藤　桂子 無所属 無所属
13002456 Ｃ 柴田 宏二 中山　頼子 無所属 無所属
13002141 Ｃ 川部 高 川部  和子 無所属 無所属
13002619 Ｃ 小坂井 清 中山　清子 無所属 無所属
13002278 Ｃ 阿子田 佳典 阿子田　光子 無所属 無所属
13003319 Ｃ 小川　明 杉浦　節子 無所属 無所属
13002437 Ｃ 内山 一人 内山　真寿美 静岡県 イナハラＤＳ

登録番号 級 リーダー氏名 パートナー氏名 所属 所属教室
13002454 Ｄ 今枝 幹夫 今枝　亜希子 愛知県 ナゴヤＤＷ
13001819 Ｄ 増田 裕 林　美知代 愛知県 ＤＳＴソワール
13002376 Ｄ 松岡 栄次 榊原　久 愛知県 ＤＳＴソワール
13003270 D 野田　義一 寺本　経子 愛知県 ミツイＤＳ
13003217 D 遠山　則行 遠山　満子 愛知県 DSp豊橋
13001878 Ｄ 佐藤 龍治 岩本　光子 愛知県 DSp豊橋
13002678 D 犬塚 孝行 三ツ矢　育子 愛知県 旭ダンス
13002631 Ｄ 鈴木 一郎 永井　純子 愛知県 池下ダンス
13002416 Ｄ 岡田　裕樹 寺本　博子 愛知県 岡田よしのり
13003314 Ｄ 中川　二三男 深津　春子 愛知県 イケダＤＳ
13001309 Ｄ 早坂　哲夫 加藤　都 愛知県 ＥＧＡＷＡ
13003318 Ｄ 洞田　勝 木戸　啓子 愛知県 ロマンＤＳ
13003394 E 松村　光 大竹　真百合 学連 中部学連
13001399 Ｄ 白塚山 努 島村　範子 三重県 オオツカＤＳ
13002581 Ｄ 松村 清孝 財津　恭子 三重県 白バラDK
13002624 Ｄ 中川 重雄 中川　ゆり 三重県 ナカイＤＳ
13002625 Ｄ 黒木 広宣 遠藤　令子 三重県 ナカイＤＳ
13003310 Ｅ 和田　光大 秦　恵 富山県 トナミＤＳ
13002172 Ｄ 山北  賢司 江崎　享子 岐阜県 ワタナベＤＣ
13002524 Ｄ 松井 一樹 石居　美津子 岐阜県 ＢｏｎＴｏｎ
13001619 Ｄ 樋口  勝一 滝  幸子 岐阜県 ワタナベＤＣ
13003247 Ｄ 洞井　和彦 高木　冨士子 岐阜県 ＤＳイワモト
13003353 Ｄ 加藤 忠幸 高田 千賀子 岐阜県 ワタナベＤＣ
13002032 Ｄ 赤塚  敬造 小野　つや子 岐阜県 ワタナベＤＣ
13002218 Ｄ 杉本  光賢 小野寺　輝子 静岡県 ＤＳハヤシ
13001416 Ｄ 井口 速夫 山下　節子 静岡県 ＤＳハヤシ
13001181 Ｄ 山本  順平 外山　真理 静岡県 ＤＳハヤシ
13002200 Ｄ 峰 光夫 小沢  ふさ江 静岡県 ツチヤＤＳ
13003306 Ｅ 藤井　勝斌 千村　友里江 静岡県 服部ダンス
13002532 D 岩崎　基之 加藤　美代志 静岡県 ナグラＤＳＴ
13003307 Ｅ 甲斐　進 甲斐　京子 静岡県 エトワール
13002613 Ｄ 金子 邦雄 金子　聖子 静岡県 ＫＳ・ダンス
13001754 Ｄ 庄古 雅昭 庄古  明美 静岡県 ＫＳ・ダンス
13003364 Ｅ 手塚　順一 野木　麻名美 静岡県 サカモト
13002452 Ｄ 朽原 豊 朽原　元子 無所属 無所属
13002905 Ｄ 後藤  博光 端谷　弘子 無所属 無所属
13003340 D 小倉　秀男 宮塚　とよ子 無所属 無所属
13001883 Ｄ 池脇 末徳 池脇  伸子 無所属 無所属
13003376 Ｅ 小池　良尚 小池　恭子 無所属 無所属

アマ・ラテンアメリカン　Ｄ級　　　39組　　Ｃ
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登録番号 級 リーダー氏名 パートナー氏名 所属 所属教室
13003293 Ｅ 今井　吉晴 北川　恵里 愛知県 ナゴヤＤＷ
13003060 Ｅ 杉岡 芳徳 田中　みすず 愛知県 ＤＳＴトゥービー
13003012 Ｅ 野々山　勝利 鶴見　裕子 愛知県 イケダＤＳ
13002274 Ｅ 堀谷 泰敏 堀谷　美子 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
13003394 E 松村　光 大竹　真百合 学連 中部学連
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
13003310 Ｅ 和田　光大 秦　恵 富山県 トナミＤＳ
13003242 Ｅ 高本　隆 高本　公子 石川県 Ｊ＆Ｋ
13003290 E 松平  国雄 松平  明美 石川県 ＤＳＴミヤザキ
13002816 Ｅ 安達　東 仙石　利子 岐阜県 谷口ＤＳ
13003374 E 寺田　禮三 伊藤　よし江 静岡県 川島ダンス
13003306 Ｅ 藤井　勝斌 千村　友里江 静岡県 服部ダンス
13003307 Ｅ 甲斐　進 甲斐　京子 静岡県 エトワール
13003302 E 小野田　博 小野田　都 静岡県 藤枝ＳＤＳ
13003282 Ｅ 井指　喜鎖美 片岡　雅子 静岡県 図子タイラ
13003086 Ｅ 山内　正治 山内　美年子 静岡県 図子タイラ
13003364 Ｅ 手塚　順一 野木　麻名美 静岡県 サカモト
13003049 Ｅ 稲垣　輝治 辻　文子 静岡県 ＳＴマーシー
13002852 Ｅ 西躰 豊 桜井　君代 静岡県 豊島ソシァル
13003365 Ｅ 良知　慎太郎 伏見　綾菜 静岡県 大石ＤＳ
13003368 E 大谷　光利 井口　京子 静岡県 野中DS
13000715 Ｅ 鈴木 菖夫 青木  政子 静岡県 浜松ＤＳ
13003376 Ｅ 小池　良尚 小池　恭子 無所属 無所属
13001845 Ｅ 日比野 孝彦 日比野　和代 無所属 無所属

登録番号 級 リーダー氏名 パートナー氏名 所属 所属教室
13003392 F 近藤　次郎 近藤　ひとみ 愛知県 ロマンＤＳ
13003089 Ｆ 梅田　初夫 水谷　町子 三重県 白バラ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
13003322 Ｆ 尾関　美智則 尾関　ふみ子 岐阜県 ワタナベＤＣ
13002693 F 大田 欽也 大田　ハツ恵 静岡県 ＤＳハヤシ
13003253 Ｆ 繁野　守毅 繁野　由紀江 静岡県 岡ダンス
13003366 Ｆ 滝　謙一 梶原　久美江 静岡県 ダンスプレイス
13003311 Ｆ 上野　和勇 浜島　はつ子 無所属 無所属
13003335 Ｆ 池田　久 池田　吉野 無所属 無所属
13003345 Ｆ 塚本 邦夫 塚本 なるみ 無所属 無所属

登録番号 級 リーダー氏名 パートナー氏名 所属 所属教室
13003259 B 間宮　圓治 間宮　昌子 愛知県 アオヤギＤＳ
13001592 Ａ 林 知弘 林  やよい 愛知県 アオヤギＤＳ
13000579 Ａ 石川  鎮一 石川  敦子 愛知県 アオヤギＤＳ
13002845 Ｂ 安井 一史 安井　充子 愛知県 ナゴヤＤＷ
13001999 Ｂ 塚本 拡 近藤　久美 愛知県 ﾌｸｲｹﾝｼﾞＤＡ
13001792 Ａ 柴田  広 内藤  絵美 愛知県 ﾌｸｲｹﾝｼﾞＤＡ
13001498 Ｂ 西野  龍男 西野  美恵子 愛知県 ﾌｸｲｹﾝｼﾞＤＡ
13002884 Ｂ 鈴木 智 鈴木　千鶴 愛知県 ＤＳフナコシ
13002101 Ｂ 時原 三郎 時原  とよみ 愛知県 イケダＤＳ
13001950 Ｂ 石川  克巳 丹羽　三千代 愛知県 ＥＧＡＷＡ
13001921 Ｂ 安藤 安夫 上野　清美 愛知県 ＥＧＡＷＡ
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
13001684 Ｂ 下村 卓也 野村　泉水 三重県 コクボＤＳ
13002012 Ｂ 岡 義行 岡  京子 三重県 ヒサムラ津
13002480 Ｂ 松本 直樹 家城　美智子 三重県 ヒサムラ津
13002048 Ｂ 藤田 邦男 前田　真智子 福井県 松宮ＤＳＴ
13002021 Ｂ 山口 壽一 田仲　れい子 福井県 明宝ＤＳ

アマ・ラテンアメリカン　Ｅ級　　　26組　　Ｐ

アマ・ラテンアメリカン　Ｆ級　　　11組　　Ｒ

シニア・スタンダード　オープン　　　33組　　Ｆ
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13000747 Ｂ 萩野  清文 大城  節子 富山県 水野ダンス
13001688 Ａ 山口 勝昭 山口  実千代 石川県 関ダンス
13001603 Ｂ 前川 憲章 前川  れい子 石川県 関ダンス
13002715 Ｂ 服部 清 傍島　輝美 岐阜県 ＤＡヒロセ
13001601 Ｂ 河部 猛 宮嶋 かよ子 岐阜県 アキタトシオＤＳ
13001117 Ａ 倉内  隆 大島　すみゑ 岐阜県 各務原ＤＫ
13002472 Ｂ 清水 義之 豆田　真由美 静岡県 ワタナベＤＳ
13002055 Ｂ 岸田 豊 岸田  多美子 静岡県 ツチヤＤＳ
13001158 Ｂ 鈴木  利幸 美和　とみ子 静岡県 ナグラＤＳＴ
13001387 Ｂ 山本 三郎 塩谷　博美 静岡県 イソベダンス
13000550 Ａ 鈴木 敏正 松浦　清子 静岡県 大石ＤＳ
13001169 Ａ 大河内 譲 大河内久美代 無所属 無所属
13001960 Ｂ 加藤 綱夫 加藤  和代 無所属 無所属
13002619 Ｂ 小坂井 清 中山　清子 無所属 無所属
13002102 B 川路　賢次 神谷　早苗 無所属 無所属

登録番号 級 リーダー氏名 パートナー氏名 所属 所属教室
13002372 Ｃ 柴田 泰成 増田　千代子 愛知県 ＤＳヤマナカ
13002530 Ｃ 川崎 芳樹 中山　雅子 愛知県 アオヤギＤＳ
13001882 Ｃ 小澤 清成 梅田　美里 愛知県 アオヤギＤＳ
13001333 Ｃ 大久保  正弘 川出  育子 愛知県 ナゴヤＤＷ
13002536 Ｃ 町田 誠吾 近藤　れい子 愛知県 ＤＳＴソワール
13002187 Ｃ 西本  澄 西本  節子 愛知県 ﾌｸｲｹﾝｼﾞＤＡ
13003080 C 大野　恒夫 市川　ちづみ 愛知県 ﾌｸｲｹﾝｼﾞＤＡ
13003387 D 三輪　博之 内山　洋子 愛知県 ﾌｸｲｹﾝｼﾞＤＡ
13001899 Ｃ 森岡 増也 森岡  富子 愛知県 ミツイＤＳ
13001077 Ｃ 船原 千佳史 船原  みな子 愛知県 山本かおる
13000859 Ｃ 柴木 勝 津端  英子 愛知県 ツゲヨシヒロ
13003258 C 水嶋　正純 村上　みつよ 愛知県 ＤＳフナコシ
13001288 Ｃ 前田  弘 和久井ゆかる 愛知県 岡田よしのり
13001399 Ｃ 白塚山 努 島村　範子 三重県 オオツカＤＳ
13001411 Ｃ 澄野 久生 澄野  由紀子 三重県 ヒサムラ津
13002315 Ｃ 丹羽 博 中尾　すまこ 三重県 丸之内DK
13002588 Ｃ 森 浩光 森　洋子 三重県 ヒサムラ四
13002883 Ｃ 小田 喜久 眞田　優子 三重県 丸之内DK
13002316 Ｃ 若林 庄二 三嶋　百合子 岐阜県 ワタナベＤＣ
13002579 Ｃ 春木 功 国枝　敬子 岐阜県 タナハシＤＳ
13002559 Ｃ 河村 賢二 保母　伸子 岐阜県 塚越ＤＳ
13002208 C 澤木 貞夫 澤木  艶子 岐阜県 ＧＳオカムラ
13001619 Ｃ 樋口  勝一 滝  幸子 岐阜県 ワタナベＤＣ
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
13002184 Ｃ 山本 哲也 田村　さゆり 静岡県 川島ダンス
13002532 C 岩崎　基之 加藤　美代志 静岡県 ナグラＤＳＴ
13003280 D 望月　潔 平谷　美香 静岡県 ミナモトＤＳ
13003307 Ｃ 甲斐　進 甲斐　京子 静岡県 エトワール
13000942 Ｃ 纐纈  弘 纐纈  信子 静岡県 ＤＷパレス
13002437 Ｃ 内山 一人 内山　真寿美 静岡県 イナハラＤＳ

13001504 Ｄ 天野  弘司 伊藤　久美子 静岡県 山本ダンス
13002466 Ｃ 後藤 喜章 櫻井　光枝 静岡県 スマイル
13001937 Ｃ 筧  博 菱川　愛子 無所属 無所属
13001927 Ｃ 廣瀬  義之 河村  典子 無所属 無所属
13003313 Ｄ 鳥居 勝男 城殿 芙美子 他団体 他団体
13002892 Ｃ 木村 登 伊藤　めぐみ 他団体 他団体

シニア・スタンダード　ＣＤ級　　　37組　　Ｔ
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登録番号 級 リーダー氏名 パートナー氏名 所属 所属教室
13002828 Ｎ 西村 登 西村　第子 愛知県 沢上ムライ
13003089 Ｎ 梅田　初夫 水谷　町子 三重県 白バラDK
13003298 Ｎ 米川　正光 黒田　敬子 三重県 丸之内DK
13002695 Ｎ 市江 啓二 黒田　峯子 岐阜県 アキタトシオＤＳ
13003274 Ｎ 岩田　司 岩田　早苗 無所属 無所属

登録番号 級 リーダー氏名 パートナー氏名 所属 所属教室
13002361 Ｂ 小嶋 基次 山田　八千代 愛知県 ミツイＤＳ
13002072 Ｂ 島田  崇 小副川　敦子 愛知県 ツゲヨシヒロ
13001921 Ｂ 安藤 安夫 上野　清美 愛知県 ＥＧＡＷＡ
13002621 Ｂ 小林 三郎 加藤　早苗 愛知県 ロマンＤＳ
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
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
13000935 B 大林 茂樹 大林　公子 静岡県 ＤＳハヤシ
13002055 Ｂ 岸田 豊 岸田  多美子 静岡県 ツチヤＤＳ
13001477 Ａ 熊谷  裕英 新井  幸子 静岡県 岡ダンス
13001960 Ｂ 加藤 綱夫 加藤  和代 無所属 無所属

登録番号 級 リーダー氏名 パートナー氏名 所属 所属教室
13000859 Ｃ 柴木 勝 津端  英子 愛知県 ツゲヨシヒロ
13001950 Ｃ 石川  克巳 丹羽　三千代 愛知県 ＥＧＡＷＡ
13001411 Ｃ 澄野 久生 澄野  由紀子 三重県 ヒサムラ津
13002625 Ｄ 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
13002316 Ｃ 若林 庄二 三嶋　百合子 岐阜県 ワタナベＤＣ
13002579 Ｃ 春木 功 国枝　敬子 岐阜県 タナハシＤＳ
13002559 Ｃ 河村 賢二 保母　伸子 岐阜県 塚越ＤＳ
13002532 C 岩崎　基之 加藤　美代志 静岡県 ナグラＤＳＴ
13003307 Ｄ 甲斐　進 甲斐　京子 静岡県 エトワール
13000942 Ｃ 纐纈  弘 纐纈  信子 静岡県 ＤＷパレス
13002619 Ｃ 小坂井 清 中山　清子 無所属 無所属
13002353 Ｃ 斉藤 京司 斉藤　桂子 無所属 無所属

登録番号 級 リーダー氏名 パートナー氏名 所属 所属教室
13003089 Ｎ 梅田　初夫 水谷　町子 三重県 白バラDK
13003298 Ｎ 米川　正光 黒田　敬子 三重県 丸之内DK
13003355 Ｎ 水野　敏明 立松　なおみ 三重県 オオツカＤＳ

登録番号 級 リーダー氏名 パートナー氏名 所属 所属教室
13000859 Ｂ 柴木 勝 津端  英子 愛知県 ツゲヨシヒロ
13001878 Ｂ 佐藤 龍治 岩本　光子 愛知県 DSp豊橋
13002355 Ｂ 木下 純一 杉村　和世 愛知県 ＤＳフナコシ
13001207 Ｂ 橋本 一敏 橋本  みづほ 三重県 コクボＤＳ
13001336 Ａ 杉山 久八 渥美  厚子 三重県 ヒサムラ津
13002012 Ａ 岡 義行 岡  京子 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
13003028 Ｂ 大塚 竹芳 大塚　矢重子 岐阜県 長良ダンス
13002077 Ａ 丸山 一 丸山  由美子 静岡県 ＤＷパレス
13002541 Ａ 岡本 孝夫 小林　はつ代 静岡県 野中ＤＳ
13001340 Ａ 深津 悦生 杉井  和子 他団体 他団体
13002892 Ｂ 木村 登 伊藤　めぐみ 他団体 他団体

シニア・ラテンアメリカン　オープン　　　12組　　Ｃ

シニア・スタンダード　Ｎ級　　　5組　　Ｗ

シニア・ラテンアメリカン　ＣＤ級　　　13組　　Ｓ

シニア・ラテンアメリカン　Ｎ級　　　3組　　Ｒ

グランドシニア・スタンダード　オープン　　　12組　　Ｑ
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アマ

登録番号 級 リーダー氏名 パートナー氏名 所属 所属教室
13002828 Ｄ 西村 登 西村　第子 愛知県 沢上ムライ
13002190 Ｃ 天野 強三 天野  光子 愛知県 山本かおる
13002678 Ｃ 犬塚 孝行 三ツ矢　育子 愛知県 旭ダンス
13003084 Ｄ 石田　欽一 石田　靖子 愛知県 ＤＳフナコシ
13001595 Ｃ 磯崎 護 川副　知雅子 愛知県 ＤＳフナコシ
13002011 Ｃ 矢野  一 柴田　美名子 愛知県 近藤ダンス
13002449 Ｃ 鎌田 芳郎 鎌田　弥生 愛知県 近藤ダンス
13003037 Ｃ 安井 啓蔵 山田　咲子 愛知県 ロマンＤＳ
13002721 Ｃ 尾崎 誠 尾崎　典子 愛知県 田川ＤＳ
13002491 Ｃ 大橋 正 山口　福美 三重県 糸川DＫ
13002885 Ｄ 藤井　勇 半田　恵美子 三重県 ヒサムラ四
13003355 C 水野　敏明 立松　なおみ 三重県 オオツカＤＳ
13003249 Ｃ 松川　悟 本田　紀美子 岐阜県 ＧＳオカムラ
13002224 Ｃ 吉村 任伺 吉村  孝子 岐阜県 ＧＳオカムラ
13002698 Ｃ 日下部 義雄 日下部　通子 岐阜県 ＧＳオカムラ
13001817 Ｃ 青島  作夫 和田  美子 静岡県 ＤＳハヤシ
13003307 Ｃ 甲斐　進 甲斐　京子 静岡県 エトワール
13003022 Ｄ 相曽　明 小池　やす子 静岡県 ＤＷパレス
13000715 Ｃ 鈴木 菖夫 青木  政子 静岡県 浜松ＤＳ
13003030 Ｃ 山田 輝夫 川口　万里子 無所属 無所属
13003298 D 米川　正光 黒田　敬子 三重県 丸之内DK

登録番号 級 リーダー氏名 パートナー氏名 所属 所属教室
13003315 Ｎ 大坪　孝通 大坪　敏子 愛知県 ＳＤイトウ
13003296 N 片山　博 長井　洋子 三重県 ヒサムラ津

13002873 Ｎ 田中 徹也 田中　一子 無所属 無所属
13003359 Ｎ 中北　寛 川合　恵津子 無所属 無所属
13003274 Ｎ 岩田　司 岩田　早苗 無所属 無所属

登録番号 級 リーダー氏名 パートナー氏名 所属 所属教室
13002372 Ｂ 柴田 泰成 増田　千代子 愛知県 ＤＳヤマナカ
13001344 Ａ 古川 憲男 吉田  幸子 愛知県 ツゲヨシヒロ
13000859 Ｂ 柴木 勝 津端  英子 愛知県 ツゲヨシヒロ
13002150 Ｂ 長江 信雄 大石　るみ子 愛知県 近藤ダンス
13002621 Ａ 小林 三郎 加藤　早苗 愛知県 ロマンＤＳ
13002862 Ｂ 阿部 喜則 前田　貴美 愛知県 ロマンＤＳ
13002355 B 木下 純一 杉村　和世 愛知県 ＤＳフナコシ
13001207 Ｂ 橋本 一敏 橋本  みづほ 三重県 コクボＤＳ
13002883 Ａ 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

登録番号 級 リーダー氏名 パートナー氏名 所属 所属教室
13001878 Ｃ 佐藤 龍治 岩本　光子 愛知県 DSp豊橋
13003084 Ｄ 石田　欽一 石田　靖子 愛知県 ＤＳフナコシ
13001399 Ｃ 白塚山 努 島村　範子 三重県 オオツカＤＳ
13003307 Ｄ 甲斐　進 甲斐　京子 静岡県 エトワール
13000715 C 鈴木 菖夫 青木  政子 静岡県 浜松ＤＳ

登録番号 級 リーダー氏名 パートナー氏名 所属 所属教室
13003296 N 片山　博 長井　洋子 三重県 ヒサムラ津
13003298 Ｎ 米川　正光 黒田　敬子 三重県 丸之内DK
13003335 Ｎ 池田　久 池田　吉野 無所属 無所属

グランドシニア・スタンダード　ＣＤ級　　　21組　　Ｆ

グランドシニア・スタンダード　Ｎ級　　　5組　　Ｔ

グランドシニア・ラテンアメリカン　オープン　　　10組　　Ｃ

グランドシニア・ラテンアメリカン　ＣＤ級　　　5組　　Ｓ

グランドシニア・ラテンアメリカン　Ｎ級　　　3組　　Ｃ
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アマ

登録番号 級 リーダー氏名 パートナー氏名 所属 所属教室
小池　康生 小池　茅寛 静岡 イシカワDS
手塚　順一 野木　麻名美 静岡 サカモト
小池　亜実 小池　志歩 静岡 イシカワDS
原田　祐里 冨安　沙季 愛知 BDヤマカワ
山川　昴大 山川　実久 愛知 BDヤマカワ
遠山　あやか 宝　珠里 愛知 藤ヶ丘DA
伊藤　僚太郎 東爪　志緒莉 愛知 ナゴヤDW
曽我　颯希 羽生　麗奈 岐阜 アキタトシオDS
日置　綾乃 日置　麻友 岐阜 アキタトシオDS

登録番号 級 リーダー氏名 パートナー氏名 所属 所属教室
原田　祐里 冨安　沙季 愛知 BDヤマカワ
山川　昴大 山川　実久 愛知 BDヤマカワ
遠山　あやか 宝　珠里 愛知 藤ヶ丘DA
小池　康生 小池　茅寛 静岡 イシカワDS
手塚　順一 野木　麻名美 静岡 サカモト
小池　亜実 小池　志歩 静岡 イシカワDS
曽我　颯希 羽生　麗奈 岐阜 アキタトシオDS
日置　綾乃 日置　麻友 岐阜 アキタトシオDS
伊藤　祐輝 伊藤　梨乃 愛知 ナゴヤＤＷ
東爪　裕貴菜 西口　実優 愛知 ナゴヤＤＷ
伊藤　僚太郎 東爪　志緒莉 愛知 ナゴヤDW

登録番号 級 リーダー氏名 パートナー氏名 所属 所属教室
小池　康生 小池　茅寛 静岡 イシカワDS
山川　昴大 山川　実久 愛知 BDヤマカワ
伊藤　祐輝 伊藤　梨乃 愛知 ナゴヤＤＷ
東爪　裕貴菜 西口　実優 愛知 ナゴヤＤＷ
海原　優太 市村　桜子 石川 無所属
日置　伊万里 田中　あみ 岐阜 アキタトシオＤＳ

登録番号 級 リーダー氏名 パートナー氏名 所属 所属教室
小池　康生 小池　茅寛 静岡 イシカワDS
山川　昴大 山川　実久 愛知 BDヤマカワ
伊藤　祐輝 伊藤　梨乃 愛知 ナゴヤＤＷ
東爪　裕貴菜 西口　実優 愛知 ナゴヤＤＷ
海原　優太 市村　桜子 石川 無所属
日置　伊万里 田中　あみ 岐阜 アキタトシオＤＳ

ジュニア・ラテンアメリカン　11組　　Ｃ・Ｓ

ジュブナイル・スタンダード　6組　　Ｗ

ジュブナイル・ラテンアメリカン　６組　　Ｊ

ジュニア・スタンダード　９組　　Ｗ・Ｑ
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