
ジュブナイル・ラテンアメリカン 出場１３組 種目：Ｓ

背番号 リーダー名 パートナー名 クラス 支局 所属教室
62 服部　一眞 永田　詩織 静　岡 大石ＤＳ
64 村田　涼 髙田　愛美 静　岡 ムラタ
66 小池　康生 小池　茅寛 静　岡 イシカワ
67 牧田　隆希 渡部　夢叶 静　岡 プロムナード
68 塚原　真理 杉山　華奈美 静　岡 プロムナード
72 牧田　彩花 太田　ひかる 静　岡 プロムナード
76 北條　匠真 北條　沙紀 静　岡 ＤＡクボタ
79 増田　健人 谷澤　みさゆ 静　岡 大石ＤＳ
81 阿南　賢真 柴田　萌 静　岡 スマイル
82 大木　菜々美 牧田　萌花 静　岡 プロムナード
83 太田　有紀 手塚　瑠華 静　岡 プロムナード
84 河野　翔 秋元　厘香 静　岡 プロムナード
85 竹内　龍司 三喜　穂菜美 愛　知 マイムＤＳ

ジュニア・スタンダード 出場１０組 種目：Ｔ

背番号 リーダー名 パートナー名 クラス 支局 所属教室
61 谷澤　さゆる 永田　亜里 Ｊ 静　岡 大石ＤＳ
62 服部　一眞 永田　詩織 静　岡 大石ＤＳ
64 村田　涼 髙田　愛美 静　岡 ムラタ
65 小池　亜実 小池　志歩 静　岡 イシカワ
71 野木　麻名美 塚原　恵美 Ｊ 静　岡 プロムナード
73 高田　優菜 中山　優里 Ｊ 静　岡 プロムナード
75 古山　詩紋 船山　歩 Ｊ 静　岡 ムラタ
76 北條　匠真 北條　沙紀 静　岡 ＤＡクボタ
77 服部　勇輝 松本　莉央 Ｊ 静　岡 服部ダンス
79 増田　健人 谷澤　みさゆ 静　岡 大石ＤＳ

ジュニア・ラテンアメリカン 出場１８組 種目：Ｊ

背番号 リーダー名 パートナー名 クラス 支局 所属教室
61 谷澤　さゆる 永田　亜里 Ｊ 静　岡 大石ＤＳ
62 服部　一眞 永田　詩織 静　岡 大石ＤＳ
63 疋田　匠 疋田　望実 Ｊ 静　岡 服部ダンス
64 村田　涼 髙田　愛美 静　岡 ムラタ
65 小池　亜実 小池　志歩 静　岡 イシカワ
67 牧田　隆希 渡部　夢叶 静　岡 プロムナード
68 塚原　真理 杉山　華奈美 静　岡 プロムナード
69 小泉　ことの 望月　由菜 Ｊ 静　岡 プロムナード
70 進藤　萌那 太田　千晴 Ｊ 静　岡 プロムナード
71 野木　麻名美 塚原　恵美 Ｊ 静　岡 プロムナード
72 牧田　彩花 太田　ひかる 静　岡 プロムナード
73 高田　優菜 中山　優里 Ｊ 静　岡 プロムナード
74 福島　玲奈 村田　奈央 Ｊ 静　岡 プロムナード
75 古山　詩紋 船山　歩 Ｊ 静　岡 ムラタ
76 北條　匠真 北條　沙紀 静　岡 ＤＡクボタ
79 増田　健人 谷澤　みさゆ 静　岡 大石ＤＳ
81 阿南　賢真 柴田　萌 静　岡 スマイル
82 大木　菜々美 牧田　萌花 静　岡 プロムナード

出場申込選手一覧表（静岡県大会）
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アマ・スタンダード Ｆ級 出場１１組 種目：Ｗ

背番号 リーダー名 パートナー名 クラス 支局 所属教室
1 繁野　守毅  繁野　由紀江 F 静　岡 岡ダンス
2 山田　實    山田　貞子  F 静　岡 グリーンＤＳ
3 小野田　博  小野田　都  F 静　岡 佐野ダンス
4 亀口　禎之  亀口　博子  F 静　岡 佐野ダンス
5 稲垣　輝治  辻　文子    F 静　岡 マーシー
6 佐野　晶親  宮岡　和子  F 静　岡 マーシー
7 海野　和彦  高橋　雅子  F 静　岡 マーシー
8 藤井　勝斌  鈴木　亮子  F 静　岡 服部ダンス
9 矢田　靖司  矢田　敦子  F 静　岡 ムラタ
10 水野　研二  梶田　末子  F 静　岡 ＤＷパレス
11 石川　郷之 浅沼　むつ子 F 静　岡 大石ＤＳ
12

アマ・スタンダード Ｅ級 出場２２組 種目：Ｔ

背番号 リーダー名 パートナー名 クラス 支局 所属教室
21 井東　志郎  水野　雪枝  E 静　岡 サカモト
22 野々山　勝利 鶴見　裕子  E 愛　知 イケダＤＳ
23 市江　啓二 黒田　峯子 E 岐　阜 アキタトシオ
24 相曽　明    小池　やす子 E 静　岡 ＤＷパレス
25 安達　東    仙石　利子  E 岐　阜 谷口ＤＳ
26 望月　潔    平谷　美香  E 静　岡 ミナモトＤＳ
27 河村　昌洋  河村　則子  E 愛　知 山本かおる
28 池ヶ谷　彰男 池ヶ谷　輝子 E 静　岡 グリーンＤＳ
29 林　佳偉    黄　燕      E 愛　知 ＤＳフナコシ
30 藤井　義裕  大石　幸子  E 静　岡 佐野ダンス
31 西村　登    西村　第子  E 愛　知 沢上ムライ
32 前原　秀利  岡野　恵美子 E 静　岡 森田ＤＡ　　
33 三浦　勇二  大石　葭子  E 岐　阜 ＤＡヒロセ
34 山田　忠男  増田　右子  E 静　岡 サカモト
35 荒川　守    荒川　悦子  E 愛　知 ＥＧＡＷＡ
36 小野田　進  葉田　祐子  E 静　岡 マーシー
37 中川　二三男 深津　春子  E 愛　知 イケダＤＳ
38 桂　宏光    多々良伊　公子 E 静　岡 中込ＤＳ
39 北川　安昭  山本　洋子  E 三　重 ヒサムラ津
40 甲斐　進    甲斐　京子  E 静　岡 エトワール
41 吉永　隆広  村松　千登利 E 静　岡 ＴＳＵＫＩＪ
42 尾関　美智則 尾関　ふみ子 E 岐　阜 ワタナベＤＣ

アマ・スタンダード D級 出場４１組 種目：Ｑ

背番号 リーダー名 パートナー名 クラス 支局 所属教室
51 井東　志郎  水野　雪枝  E 静　岡 サカモト
52 井口　速夫  山下　節子  D 静　岡 岡ダンス
53 榎本　二六  小原　春海  D 愛　知 ツゲヨシヒロ
54 杉山　光一  植田　秀子  D 静　岡 ツチヤＤＳ
55 鎌田　芳郎  鎌田　弥生  D 愛　知 近藤ダンス
56 妻木　昭    北詰　千枝子 D 静　岡 ワタナベＤＳ
57 遠山　則行  遠山　満子  D 愛　知 ＤＳ豊橋
58 青島　作夫  和田　美子  D 静　岡 ＤＳハヤシ
59 犬塚　孝行  三ツ矢　育子 D 愛　知 旭ダンス
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60 藤井　義裕  大石　幸子  E 静　岡 佐野ダンス
61 鈴木　武    山岡　小百合 D 静　岡 野中
62 佐田　浩一  佐田　しげ子 D 愛　知 池田耕治ＤＳ
63 山田　稔    佐野　千春  D 静　岡 富士ＤＳ
64 近藤　雅好  近藤　明美  D 愛　知 ツゲヨシヒロ
65 杉本　光賢  小野寺　輝子 D 静　岡 ＤＳハヤシ
66 佐藤　吉彦  佐藤　真理子 D 三　重 ナカイＤＳ
67 山内　正治  山内　美年子 D 静　岡 図子
68 山北　賢司  江崎　享子  D 岐　阜 ワタナベＤＣ
69 山本　順平 吉居　久代 D 静　岡 ＤＳハヤシ
70 甲斐　進    甲斐　京子  E 静　岡 エトワール
71 山本　政壱  加藤　美代志 D 静　岡 ナグラ
72 宗林　秀典  宗林　誓子  D 三　重 白バラＤＫ
73 庄古　雅昭  庄古　明美  D 静　岡 ＫＳダンス
74 水嶋　正純  村上　みつよ D 愛　知 ＤＳフナコシ
75 大田　欽也  大田　八ツ恵 D 静　岡 ＤＳハヤシ
76 西躰　豊    桜井　君代  D 静　岡 豊島ソシアル
77 菊永　昌昭  菊永　トヨ子 D 他団体 他団体
78 青島　靖幸  青島　千恵子 D 静　岡 山口ダンス
79 石上　正明  石上　嘉子  D 静　岡 グリーンＤＳ
80 大竹　輝久  稲吉　和美  D 愛　知 池田耕治ＤＳ
81 中西　洋一  岩塚　不二子 D 静　岡 服部ダンス
82 田中　邦弘  田中　和子  D 愛　知 フクイケンジ
83 梅本　幸雄  上野　勢津子 D 三　重 ヒサムラ津
84 尾崎　誠    尾崎　典子  D 愛　知 田川ダンス
85 浜野　光男  若杉　しづ枝 D 愛　知 ロマンＤＳ
86 服部　茂樹  武田　京子  D 岐　阜 アキタトシオ
87 矢口　克巳  杉山　紀江  D 静　岡 イナハラＤＳ
88 矢野　一    柴田　美名子 D 愛　知 近藤ダンス
89 鈴木　勝司 豊田　由美子 D 静　岡 ＤＳハヤシ
90 鈴木　菖夫  青木　政子  D 静　岡 浜松ＤＳ
91 原田　英郎 今泉　美香 D 静　岡 スマイル

アマ・スタンダード C級 出場１０６組 種目：Ｔ

背番号 リーダー名 パートナー名 クラス 支局 所属教室
101 阿原　潤司  塚原　清美  C 富　山 水野ダンス
102 伊藤　成輝  葛原　ゆき子 C 愛　知 ツゲヨシヒロ
103 伊藤　晴宣  伊藤　三枝子 C 無所属 無所属
104 伊藤　文明  矢田　美也子 C 三　重 ヒサムラ津
105 井戸　昌昭  村井　有美子 C 岐　阜 イワモト
106 永井　修    永井　由紀子 C 静　岡 ＤＷパレス
107 横山　講司  横山　かづ子 C 静　岡 イトーダンス
108 各務　均    各務　眞子  C 岐　阜 アキタトシオ
109 間宮　圓治  間宮　昌子  C 愛　知 アオヤギＤＳ
110 亀石　正彦  清水　美砂子 C 岐　阜 各務原ＤＫ
111 菊地　敏彦  菊地　あつ子 C 愛　知 ロマンＤＳ
112 吉田　東雪  吉田　朋葩  C 岐　阜 ワタナベＤＣ
113 宮本　好夫  宮本　雅子  C 三　重 ナカイＤＳ
114 宮本　利明  小嶋　恵子  C 静　岡 ＤＳハヤシ
115 朽原　豊    朽原　元子  C 無所属 無所属
116 橋本　一敏  橋本　みづほ C 三　重 コクボダンス
117 興津　政明  川端　朋子  C 静　岡 スマイル
118 古川　憲男  吉田　幸子  C 愛　知 ツゲヨシヒロ
119 後藤　喜章  櫻井　光枝  C 静　岡 スマイル
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120 高鷲　民生  高鷲　由子  C 愛　知 フクイケンジ
121 根嵜　有次  根嵜　さかゑ C 愛　知 ヒサムラＤＳ
122 佐藤　龍治  岩本　光子  C 愛　知 ＤＳ豊橋
123 三嶋　文良  三嶋　喜美子 C 岐　阜 ワタナベＤＣ
124 山岸　義美  木村　久美子 C 静　岡 大石ＤＳ
125 山田　進    山田　詠香  C 愛　知 ロマンＤＳ
126 山本　三郎  塩谷　博美  C 静　岡 美技ダンス
127 山本　哲也  田村　さゆり C 静　岡 川島ダンス
128 柴田　泰茂  増田　千代子 C 愛　知 ＤＳヤマナカ
129 柴田　富造  柴田　幸    C 岐　阜 ＧＳオカムラ
130 高木　和光  高木　節子  C 愛　知 ヒサイズミ
131 柴木　勝    津端　英子  C 愛　知 ツゲヨシヒロ
132 若林　庄二  三嶋　百合子 C 岐　阜 ワタナベＤＣ
133 手島　勝利  手島　紀久子 C 愛　知 ロマンＤＳ
134 酒井　松治  高橋　雅子  C 岐　阜 アキタトシオ
135 秋山　通康  鈴木　路子  C 静　岡 コマツＤＳ
136 春木　功    国枝　敬子  C 岐　阜 タナハシＤＳ
137 勝野　功    勝野　よう子 C 岐　阜 ＧＳオカムラ
138
139 小田　喜久  眞田　優子  C 三　重 丸之内ＤＫ
140 小島　義正  葛城　幸美  C 岐　阜 アキタトシオ
141 小島　昌己  佐藤　すゞ子 C 静　岡 ムラタ
142 小野　賢二  小野　悦子  C 静　岡 ツチヤＤＳ
143 小澤　清成  梅田　美里  C 愛　知 アオヤギＤＳ
144 松岡　憲雄  松岡　千恵子 C 岐　阜 ワタナベＤＣ
145 松村　清孝  財津　恭子  C 三　重 白バラＤＫ
146 松本　直樹  家城　美智子 C 三　重 ヒサムラ津
147 松葉　建夫  千垣内　清美 C 岐　阜 イワモト
148
149 森　孝英    萩原　幸恵  C 静　岡 サカモト
150 森　正吉    戸塚　八重子 C 静　岡 イシカワ
151 森下　泉    松野　かよ子 C 無所属 無所属
152 森田　豊    森田　みつ江 C 静　岡 ナグラ
153 神田　勇作  宮崎　香苗  C 岐　阜 ＤＡヒロセ
154 澄野　久生  澄野　由紀子 C 三　重 ヒサムラ津
155 成田　茂    平井　泰子  C 静　岡 わきみず
156 生熊　伸羊  戸田　千秋  C 静　岡 野中
157 西川　誠    古田　弘子  C 静　岡 大石ＤＳ
158 西本  澄    西本　節子  C 愛　知 フクイケンジ
159 中東　秀夫  中東　真知子 C 三　重 ヒサムラ津
160 青山　寿雄  山田　好子  C 静　岡 サカモト
161 前沢　和男  前沢　清江  C 静　岡 ＫＳダンス
162 石原　良昭  菅　まゆみ  C 無所属 無所属
163 川喜田　幹雄 山舗　恵美子 C 三　重 ヒサムラ津
164 川瀬　英世  野末　きよ子 C 愛　知 山本かおる
165 川島　常豊  市川　雅子  C 静　岡 ナグラ
166 浅田　年司  鈴木　啓子  C 静　岡 岡ダンス
167 斉藤　京司  斉藤　桂子  C 無所属 無所属
168 草川　幸夫  長谷　清子  C 静　岡 掛川ユウ
169 大塚　智啓  大塚　照子  C 岐　阜 アキタトシオ
170 大薮　彰    大薮　霞    C 岐　阜 ＤＡヒロセ
171 大林　茂樹  大林　公子  C 静　岡 ＤＳハヤシ
172 池田　正敏  白井　芙美子 C 無所属 無所属
173 竹下　誠    竹下　好子  C 愛　知 ＤＳフナコシ
174 竹下　隆行  山本　町子  C 静　岡 大石ＤＳ
175 竹内　保雄  安達　厚子  C 愛　知 新東海ダンス
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176 竹林　誠吉  伊藤　茂子  C 静　岡 横山ダンス
177 中川　重雄  中川　ゆり  C 三　重 ナカイＤＳ
178 中島　良紀  中島　房尾  C 愛　知 藤ケ丘ＤＡ
179 西野　龍男  西野　美恵子 C 愛　知 フクイケンジ
180 仲野　誠次  牧田　美代子 C 静　岡 マーシー
181 和田　宅矛  和田　昌代  C 静　岡 大石ＤＳ
182 長江　信雄  大石　るみ子 C 愛　知 近藤ダンス
183 津坂　一夫  倉知　和子  C 愛　知 アオヤギＤＳ
184 田中　邦彦  田中　祥子  C 岐　阜 きしのＤＳ
185 田辺　清次  横井　みどり C 愛　知 ソワール
186 渡辺　利政  林　　明子  C 岐　阜 ＤＡヒロセ
187 島田　崇    小副川　敦子 C 愛　知 ツゲヨシヒロ
188 東城　誠    石原　幸子  C 静　岡 山本ダンス
189 内山　一人  内山　真寿美 C 静　岡 イナハラＤＳ
190 日比野　礎  日比野奈美子 C 愛　知 セオダンスＫ
191 武田　俊則  富田　裕子  C 静　岡 ＤＳハヤシ
192 福嶋　幸夫  森田　葉子  C 静　岡 ナグラ
193 福富　信親  横井　ふみ子 C 愛　知 アオヤギＤＳ
194 米山　俊男  米山　妙子  C 静　岡 イトーダンス
195 毛利　智昭  毛利　照子  C 岐　阜 塚越ＤＳ
196 木下　純一  杉村　和世  C 愛　知 ＤＳフナコシ
197 野口　誠    五老　和代  C 静　岡 ツチヤＤＳ
198 野本　正次  西　きよみ  C 愛　知 ツゲヨシヒロ
199 立花　美実  近藤　やす子 C 静　岡 イトーダンス
200 鈴置　英昭  山本　美代子 C 愛　知 ロマンＤＳ
201 町野　好博  町野　初枝  C 岐　阜 塚越ＤＳ
202 鈴木　幸男  小野田みちえ C 静　岡 大石ＤＳ
203 鈴木　智    鈴木　千鶴  C 愛　知 ＤＳフナコシ
204 鈴木　利幸  美和　とみ子 C 静　岡 ナグラ
205 鈴木　雅之  鈴木　英子  C 静　岡 ＤＳハヤシ
206 櫻井　裕幸  緑川　知子  C 愛　知 アオヤギＤＳ
207 澤木　貞夫　 澤木　艶子  C 岐　阜 ＧＳオカムラ
208 纐纈　弘    纐纈　信子  C 静　岡 ＤＷパレス

アマ・スタンダード B級 出場６５組 種目：Ｆ

背番号 リーダー名 パートナー名 クラス 支局 所属教室
221 安井　一史  安井　充子  B 愛　知 ナゴヤＤＷ
222 熊谷　実千雄 増田　ゆき枝 B 静　岡 佐野ダンス
223 安藤　司    鈴木　尚子  B 愛　知 ロマンＤＳ
224 伊藤　忠司  山口　真代  B 無所属 無所属
225 岡　義行    岡　京子    B 三　重 ヒサムラ津
226 岡田　浩之  清水　清子  B 他団体 他団体
227 鈴木　敏正  松浦　清子  B 静　岡 大石ＤＳ
228 岡本　孝夫  小林　はつ代 B 静　岡 野中
229 加藤　綱夫  加藤　和代  B 無所属 無所属
230 佐脇　法雄  佐脇　洋子  B 愛　知 ロマンＤＳ
231 岸田　豊    岸田　多美子 B 静　岡 ツチヤＤＳ
232 近藤　健二  鈴木　彩    B 静　岡 図子
233 安藤　安夫  上野　清美  B 愛　知 ＥＧＡＷＡ
234 古後　文博  古後　昌美  B 愛　知 ＤＳフナコシ
235 山本　献治  大西　孝子  B 岐　阜 アキタトシオ
236 広木　寿夫  松本　照美  B 愛　知 ＤＳ豊橋
237 高田　英明  石黒　美沙  B 富　山 高岡ＤＳ
238 高木　克之  平下　登美江 B 無所属 無所属
239 野嶋　政宏  野嶋　初江  B 静　岡 スマイル
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240 丸山　一    丸山　由美子 B 静　岡 ＤＷパレス
241 三原　朋隼  足立　朋子  B 愛　知 ソワール
242 山下　史雄  山下　美穂子 B 静　岡 ＤＳハヤシ
243 山口　博之  石井　香織  B 静　岡 大石ＤＳ
244 山名　敬一  山田　加代子 B 岐　阜 アキタトシオ
245 時原　三郎  時原　とよみ B 愛　知 イケダＤＳ
246 酒井　一男  芝田　真知子 B 福　井 明宝ＤＳ
247 小川　哲也  勝又　清美  B 静　岡 ムラタ
248 小谷　良太郎 小谷　由紀子 B 無所属 無所属
249 小島　登志彦 小島　ゆり枝 B 静　岡 市川ダンス
250 高木　和光  高木　節子  C 愛　知 ヒサイズミ
251 松下　正芳  増田　寿美子 B 無所属 無所属
252 松本　郁雄  鈴木　京子  B 静　岡 ＤＳハヤシ
253 松本　憲武  後藤　京子  B 愛　知 アオヤギＤＳ
254 上野　賢一  上野　由美子 B 富　山 ＤＳイソベ
255 新岡　元    中澤　章子  B 静　岡 プロムナード
256 深津　悦生  杉井　和子  B 他団体 他団体
257 杉山　久八  渥美　厚子  B 三　重 ヒサムラ津
258 清水　義之  豆田　真由美 B 静　岡 ワタナベＤＳ
259 西山　哲郎  西山　敏子  B 愛　知 フクイケンジ
260 西沢　暢章  松原　啓子  B 岐　阜 ＤＡヒロセ
261 石倉　平五  山本　久子  B 無所属 無所属
262 石田　貴宏  渡辺　桃詩美 B 静　岡 仲井ダンス
263 仙石　敏也  仙石　京子  B 岐　阜 ＧＳオカムラ
264 川上　信敏  川上　勝枝  B 静　岡 スマイル
265 前川　義雄  平野　由紀  B 福　井 ローズＤＳ
266 村松　典明  船木　吏津子 B 静　岡 ツチヤＤＳ
267 村上　典    木野　日向子 B 静　岡 大石ＤＳ
268 大友　泰二  大友　訓代  B 静　岡 ワタナベＤＳ
269 谷口　実    佐藤　美知枝 B 福　井 松宮ダンス
270 塚本　拡    近藤　久美  B 愛　知 フクイケンジ
271 佃　昌光    佃　順子    B 静　岡 ＤＷパレス
272 天野　雅仁  天野　庸子  B 愛　知 ソワール
273 渡辺　希男  奥村　洋子  B 岐　阜 各務原ＤＫ
274 南　拓人    大澤　琴音  B 静　岡 大石ＤＳ
275 服部　清    傍島　輝美  B 岐　阜 ＤＡヒロセ
276 名和　安彦  林　仁美    B 岐　阜 ＧＳオカムラ
277 野村　和夫  西脇　良子  B 岐　阜 イワモト
278 野中　功    野中　洋枝  B 静　岡 野中
279 佐藤　文昭  佐藤　豊子  B 愛　知 ＥＧＡＷＡ
280 野末　晴義  野末　智子  B 静　岡 ＤＳハヤシ
281 岡田　秀夫  岡田　佳代  B 他団体 他団体
282 小林　繁明  小林　真由美 B 静　岡 ムラタ
283 戸田　かずお 本田　まさこ B 愛　知 山本かおる
284 植田　英之  植田　加奈子 B 静　岡 スイング
285 小森　高士  光永　禮子  B 静　岡 ＤＳハヤシ

アマ・スタンダード オープン 出場２０組 種目：Ｆ・Ｑ

背番号 リーダー名 パートナー名 クラス 支局 所属教室
301 新江　雄一 遠藤　和美 A 西部総局 西部総局
302 伊藤　茂    伊藤　千鶴  A 愛　知 アオヤギＤＳ
303 羽根田　剛英 佐野　郁恵  A 静　岡 大石ＤＳ
304 河合　忠    河合　二美  A 富　山 ＤＳイソベ
305 山下　恭男  山下　美恵子 A 静　岡 ＫＳダンス
306 山口　勝昭  山口　実千代 A 石　川 関ダンス
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307 倉内　隆    山田　文子  A 岐　阜 各務原ＤＫ
308 石垣　耕    相原　真夏  A 静　岡 ツチヤＤＳ
309 柴田　広    内藤　絵美  A 愛　知 フクイケンジ
310 勝　正弘    勝　靖子    A 無所属 無所属
311 小板橋　猛  小板橋　文子 A 他団体 他団体
312 常富　篤美  常富　法子  A 無所属 無所属
313 水口　豊    山野　めぐみ A 石　川 関ダンス
314 村上　清治  森　敏子    A 静　岡 グリーンＤＳ
315 山本　献治  大西　孝子  B 岐　阜 アキタトシオ
316 増田　登紀  増田　規子  A 静　岡 ツチヤＤＳ
317 大河内　譲  大河内久美代 A 無所属 無所属
318 浜松　茂    安藤　江里  A 静　岡 ＤＳハヤシ
319 福井　真二  福井　美香  A 愛　知 日進ダンス
320 鈴木　宏之  岡田　敦子  A 愛　知 フクイケンジ

シニア・スタンダード ＣＤ級 出場５８組 種目：Ｔ

背番号 リーダー名 パートナー名 クラス 支局 所属教室
1 阿原　潤司  塚原　清美  C 富　山 水野ダンス
2 間宮　圓治  間宮　昌子  C 愛　知 アオヤギＤＳ
3 朽原　豊    朽原　元子  C 無所属 無所属
4 橋本　一敏  橋本　みづほ C 三　重 コクボダンス
5 後藤　喜章  櫻井　光枝  C 静　岡 スマイル
6 甲斐　進    甲斐　京子  D 静　岡 エトワール
7 高鷲　民生  高鷲　由子  C 愛　知 フクイケンジ
8 黒尾　一夫  桑嶋　満津子 C 静　岡 中込ＤＳ
9 佐田　浩一  佐田　しげ子 D 愛　知 池田耕治ＤＳ
10 佐藤　吉彦  佐藤　真理子 D 三　重 ナカイＤＳ
11 山本　政壱  加藤　美代志 C 静　岡 ナグラ
12 山本　哲也  田村　さゆり C 静　岡 川島ダンス
13 柴田　泰茂  増田　千代子 C 愛　知 ＤＳヤマナカ
14 柴木　勝    津端　英子  C 愛　知 ツゲヨシヒロ
15 若林　庄二  三嶋　百合子 C 岐　阜 ワタナベＤＣ
16 手島　勝利  手島　紀久子 C 愛　知 ロマンＤＳ
17 秋山　通康  鈴木　路子  C 静　岡 コマツＤＳ
18 勝野　功    勝野　よう子 C 岐　阜 ＧＳオカムラ
19 小田　喜久  眞田　優子  C 三　重 丸之内ＤＫ
20 小島　昌己  佐藤　すゞ子 C 静　岡 ムラタ
21 小野　賢二  小野　悦子  C 静　岡 ツチヤＤＳ
22 小澤　清成  梅田　美里  C 愛　知 アオヤギＤＳ
23 森　孝英    萩原　幸恵  C 静　岡 サカモト
24 森下　泉    松野　かよ子 C 無所属 無所属
25 澄野　久生  澄野　由紀子 C 三　重 ヒサムラ津
26 成田　茂    平井　泰子  C 静　岡 わきみず
27 生熊　伸羊  戸田　千秋  C 静　岡 野中
28 西本  澄    西本　節子  C 愛　知 フクイケンジ
29 青島　作夫  和田　美子  D 静　岡 ＤＳハヤシ
30 青島　靖幸  青島　千恵子 D 静　岡 山口ダンス
31 石上　正明  石上　嘉子  D 静　岡 グリーンＤＳ
32 石川　明夫  鈴木　佐知子 D 静　岡 中込ＤＳ
33 浅田　年司  鈴木　啓子  C 静　岡 岡ダンス
34 草川　幸夫  長谷　清子  C 静　岡 掛川ユウ
35 大竹　輝久  稲吉　和美  D 愛　知 池田耕治ＤＳ
36 大塚　智啓  大塚　照子  C 岐　阜 アキタトシオ
37 大薮　彰    大薮　霞    C 岐　阜 ＤＡヒロセ
38 大林　茂樹  大林　公子  C 静　岡 ＤＳハヤシ
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39 中西　洋一  岩塚　不二子 D 静　岡 服部ダンス
40 仲野　誠次  牧田　美代子 C 静　岡 マーシー
41 町野　好博  町野　初枝  C 岐　阜 塚越ＤＳ
42 津坂　一夫  倉知　和子  C 愛　知 アオヤギＤＳ
43 田中　邦彦  田中　祥子  C 岐　阜 きしのＤＳ
44 田辺　清次  横井　みどり C 愛　知 ソワール
45 渡辺　利政  林　　明子  C 岐　阜 ＤＡヒロセ
46 東城　誠    石原　幸子  C 静　岡 山本ダンス
47 藤井　義裕  大石　幸子  D 静　岡 佐野ダンス
48 内山　一人  内山　真寿美 C 静　岡 イナハラＤＳ
49 梅本　幸雄  上野　勢津子 C 三　重 ヒサムラ津
50 尾崎　誠    尾崎　典子  D 愛　知 田川ダンス
51 福嶋　幸夫  森田　葉子  C 静　岡 ナグラ
52 米山　俊男  米山　妙子  C 静　岡 イトーダンス
53 木下　純一  杉村　和世  C 愛　知 ＤＳフナコシ
54 立花　美実  近藤　やす子 C 静　岡 イトーダンス
55 鈴置　英昭  山本　美代子 C 愛　知 ロマンＤＳ
56 鈴木　幸男 小野田みちえ C 静　岡 大石ＤＳ
57 和田　宅矛  和田　昌代  C 静　岡 大石ＤＳ
58 纐纈　弘    纐纈　信子  C 静　岡 ＤＷパレス

Ｇシニア・スタンダード オープン 出場２９組 種目：Ｗ

背番号 リーダー名 パートナー名 クラス 支局 所属教室
1 安藤　司    鈴木　尚子  A 愛　知 ロマンＤＳ
2 伊藤　忠司  山口　真代  A 他団体 他団体
3 岡　義行    岡　京子    A 三　重 ヒサムラ津
4 岡田　浩之  清水　清子  A 他団体 他団体
5 岡本　孝夫  小林　はつ代 A 静　岡 野中
6 丸山　一    丸山　由美子 A 静　岡 ＤＷパレス
7 宮本　好夫  宮本　雅子  B 三　重 ナカイＤＳ
8 興津　政明  川端　朋子  B 静　岡 スマイル
9 佐藤　文昭  佐藤　豊子  A 愛　知 ＥＧＡＷＡ
10 佐藤　龍治  岩本　光子  B 愛　知 ＤＳ豊橋
11 山下　史雄  山下　美穂子 A 静　岡 ＤＳハヤシ
12 山名　敬一  山田　加代子 A 岐　阜 アキタトシオ
13 酒井　一男  芝田　真知子 A 福　井 明宝ＤＳ
14 小田　喜久  眞田　優子  B 三　重 丸之内ＤＫ
15 小林　繁明  小林　真由美 A 静　岡 ムラタ
16 松本　郁雄  鈴木　京子  A 静　岡 ＤＳハヤシ
17 深津　悦生  杉井　和子  A 他団体 他団体
18 杉山　久八  渥美　厚子  A 三　重 ヒサムラ津
19 澄野　久生  澄野　由紀子 B 三　重 ヒサムラ津
20 生熊　伸羊  戸田　千秋  B 静　岡 野中
21 西野　龍男  西野　美恵子 B 愛　知 フクイケンジ
22 石上　正明  石上　嘉子  C 静　岡 グリーンＤＳ
23 川島　常豊  市川　雅子  B 静　岡 ナグラ
24 前川　義雄  平野　由紀  A 福　井 ローズＤＳ
25 池田　正敏  白井　芙美子 B 無所属 無所属
26 中東　秀夫  中東　真知子 B 三　重 ヒサムラ津
27 福富　信親  横井　ふみ子 B 愛　知 アオヤギＤＳ
28 毛利　智昭  毛利　照子  B 岐　阜 塚越ＤＳ
29 野村　和夫  西脇　良子  A 岐　阜 イワモト
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アマ・ラテンアメリカン F級 出場１０組 種目：Ｃ

背番号 リーダー名 パートナー名 クラス 支局 所属教室
1 北川　安昭  山本　洋子  F 三　重 ヒサムラ津
2 繁野　守毅  繁野　由紀江 F 静　岡 岡ダンス
3 小野田　博  小野田　都  F 静　岡 佐野ダンス
4 佐野　晶親  宮岡　和子  F 静　岡 マーシー
5 永井　修    永井　由紀子 F 静　岡 ＤＷパレス
6
7 矢田　靖司  矢田　敦子  F 静　岡 ムラタ
8 青島　靖幸  青島　千恵子 F 静　岡 山口ダンス
9 甲斐　進    甲斐　京子  F 静　岡 エトワール
10 水野　研二  梶田　末子  F 静　岡 ＤＷパレス
11 石川　郷之 浅沼　むつ子 F 静　岡 大石ＤＳ

アマ・ラテンアメリカン Ｅ級 出場１６組 種目：Ｒ

背番号 リーダー名 パートナー名 クラス 支局 所属教室
21 矢口　克巳  杉山　紀江  E 静　岡 イナハラＤＳ
22 中川　二三男 深津　春子  E 愛　知 イケダＤＳ
23 西躰　豊    桜井　君代  E 静　岡 豊島ソシアル
24 河村　昌洋  河村　則子  E 愛　知 山本かおる
25 山内　正治  山内　美年子 E 静　岡 図子
26 安達　東    仙石　利子  E 岐　阜 谷口ＤＳ
27 榎本　二六  小原　春海  E 愛　知 ツゲヨシヒロ
28 井東　志郎  水野　雪枝  E 静　岡 サカモト
29 鈴木　菖夫  青木　政子  E 静　岡 浜松ＤＳ
30 海野　和彦  高橋　雅子  E 静　岡 マーシー
31 林　佳偉    黄　燕      E 愛　知 ＤＳフナコシ
32 稲垣　輝治  辻　文子    E 静　岡 マーシー
33 吉永　隆広  村松　千登利 E 静　岡 ＴＳＵＫＩＪ
34 遠山　則行  遠山　満子  E 愛　知 ＤＳ豊橋
35 野々山　勝利 鶴見　裕子  E 愛　知 イケダＤＳ
36 藤井　勝斌  鈴木　亮子  E 静　岡 服部ダンス

アマ・ラテンアメリカン Ｄ級 出場２６組 種目：Ｐ

背番号 リーダー名 パートナー名 クラス 支局 所属教室
41 矢口　克巳  杉山　紀江  E 静　岡 イナハラＤＳ
42 伊藤　成輝  葛原　ゆき子 D 愛　知 ツゲヨシヒロ
43 伊藤　文明  矢田　美也子 D 三　重 ヒサムラ津
44 井口　速夫  山下　節子  D 静　岡 岡ダンス
45 菊永　昌昭  菊永　トヨ子 D 他団体 他団体
46 宮本　好夫  宮本　雅子  D 三　重 ナカイＤＳ
47 桂　宏光    多々良伊公子 D 静　岡 中込ＤＳ
48 佐藤　吉彦  佐藤　真理子 D 三　重 ナカイＤＳ
49 山北　賢司  江崎　享子  D 岐　阜 ワタナベＤＣ
50 海野　和彦  高橋　雅子  E 静　岡 マーシー
51 山本　政壱  加藤　美代志 D 静　岡 ナグラ
52 宗林　秀典  宗林　誓子  D 三　重 白バラＤＫ
53 庄古　雅昭  庄古　明美  D 静　岡 ＫＳダンス
54 松村　清孝  財津　恭子  D 三　重 白バラＤＫ
55 杉本　光賢  小野寺　輝子 D 静　岡 ＤＳハヤシ
56 成田　茂    平井　泰子  D 静　岡 わきみず
57 青山　寿雄  山田　好子  D 静　岡 サカモト
58 石原　良昭  菅　まゆみ  D 無所属 無所属
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59 石川　明夫  鈴木　佐知子 D 静　岡 中込ＤＳ
60 三浦　大司  ｺﾘ・ｷｬﾛﾗｲﾝ  D 愛　知 ＤＳヤマナカ
61 梅本　幸雄  上野　勢津子 D 三　重 ヒサムラ津
62 浜野　光男  若杉　しづ枝 D 愛　知 ロマンＤＳ
63 峰　光夫    小沢　ふさ江 D 静　岡 ツチヤＤＳ
64 鈴置　英昭  山本　美代子 D 愛　知 ロマンＤＳ
65 鈴木　勝司 豊田　由美子 D 静　岡 ＤＳハヤシ
66 澤木　貞夫　 澤木　艶子  D 岐　阜 ＧＳオカムラ

アマ・ラテンアメリカン Ｃ級 出場６４組 種目：Ｓ

背番号 リーダー名 パートナー名 クラス 支局 所属教室
71 岡　義行    岡　京子    C 三　重 ヒサムラ津
72 岡本　孝夫  小林　はつ代 C 静　岡 野中
73 岸田　豊    岸田　多美子 C 静　岡 ツチヤＤＳ
74 菊地　敏彦  菊地　あつ子 C 愛　知 ロマンＤＳ
75 吉田　東雪  吉田　朋葩  C 岐　阜 ワタナベＤＣ
76 宮本　利明  小嶋　恵子  C 静　岡 ＤＳハヤシ
77 澄野　久生  澄野　由紀子 C 三　重 ヒサムラ津
78 興津　政明  川端　朋子  C 静　岡 スマイル
79 熊谷　実千雄 増田　ゆき枝 C 静　岡 佐野ダンス
80 原田　英郎 今泉　美香 C 静　岡 スマイル
81 古後　文博  古後　昌美  C 愛　知 ＤＳフナコシ
82 後藤　喜章  櫻井　光枝  C 静　岡 スマイル
83 柴田　泰成  増田　千代子 C 愛　知 ＤＳヤマナカ
84 黒尾　一夫  桑嶋　満津子 C 静　岡 中込ＤＳ
85 秋山　通康  鈴木　路子  C 静　岡 コマツＤＳ
86 三嶋　文良  三嶋　喜美子 C 岐　阜 ワタナベＤＣ
87 山岸　義美  木村　久美子 C 静　岡 大石ＤＳ
88 山田　稔    佐野　千春  C 静　岡 富士ＤＳ
89 山本　三郎  塩谷　博美  C 静　岡 美技ダンス
90 三浦　大司  ｺﾘ・ｷｬﾛﾗｲﾝ  D 愛　知 ＤＳヤマナカ
91
92 柴木　勝    津端　英子  C 愛　知 ツゲヨシヒロ
93 野口　誠    五老　和代  C 静　岡 ツチヤＤＳ
94 野嶋　政宏  野嶋　初江  C 静　岡 スマイル
95 妻木　昭    北詰　千枝子 C 静　岡 ワタナベＤＳ
96 春木　功    国枝　敬子  C 岐　阜 タナハシＤＳ
97 勝　正弘    勝　靖子    C 無所属 無所属
98 小森　高士  光永　禮子  C 静　岡 ＤＳハヤシ
99 小田　喜久  眞田　優子  C 三　重 丸之内ＤＫ
100 小島　義正  葛城　幸美  C 岐　阜 アキタトシオ
101 小島　昌己  佐藤　すゞ子 C 静　岡 ムラタ
102 小野　賢二  小野　悦子  C 静　岡 ツチヤＤＳ
103 小野田　進  葉田　祐子  C 静　岡 マーシー
104 松岡　憲雄  松岡　千恵子 C 岐　阜 ワタナベＤＣ
105 松本　郁雄  鈴木　京子  C 静　岡 ＤＳハヤシ
106 松本　直樹  家城　美智子 C 三　重 ヒサムラ津
107 植田　英之  植田　加奈子 C 静　岡 スイング
108 森　正吉    戸塚　八重子 C 静　岡 イシカワ
109 橋本　一敏  橋本　みづほ C 三　重 コクボダンス
110 西川　誠    古田　弘子  C 静　岡 大石ＤＳ
111 斉藤　京司  斉藤　桂子  C 無所属 無所属
112 川喜田　幹雄 山舗　恵美子 C 三　重 ヒサムラ津
113 浅田　年司  鈴木　啓子  C 静　岡 岡ダンス
114 草川　幸夫  長谷　清子  C 静　岡 掛川ユウ
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115 大林　茂樹  大林　公子  C 静　岡 ＤＳハヤシ
116 谷口　実    佐藤　美知枝 C 福　井 松宮ダンス
117 竹下　隆行  山本　町子  C 静　岡 大石ＤＳ
118 木下　純一  杉村　和世  C 愛　知 ＤＳフナコシ
119 中村　祐喜  宮井　恵美  C 無所属 無所属
120 中島　良紀  中島　房尾  C 愛　知 藤ケ丘ＤＡ
121 和田　宅矛  和田　昌代  C 静　岡 大石ＤＳ
122 武田　俊則  富田　裕子  C 静　岡 ＤＳハヤシ
123 長江　信雄  大石　るみ子 C 愛　知 近藤ダンス
124 塚本　拡    近藤　久美  C 愛　知 フクイケンジ
125 内山　一人  内山　真寿美 C 静　岡 イナハラＤＳ
126 仲野　誠次  牧田　美代子 C 静　岡 マーシー
127 竹内　保雄  安達　厚子  C 愛　知 新東海ダンス
128 若林　庄二  三嶋　百合子 C 岐　阜 ワタナベＤＣ
129 酒井　松治  高橋　雅子  C 岐　阜 アキタトシオ
130 立花　美実  近藤　やす子 C 静　岡 イトーダンス
131 鈴木　雅之  鈴木　英子  C 静　岡 ＤＳハヤシ
132 鈴木　智    鈴木　千鶴  C 愛　知 ＤＳフナコシ
133 中東　秀夫  中東　真知子 C 三　重 ヒサムラ津
134 纐纈　弘    纐纈　信子  C 静　岡 ＤＷパレス
135 山本　哲也  田村　さゆり C 静　岡 川島ダンス

シニア・ラテンアメリカン ＣＤ級 出場２５組 種目：Ｃ

背番号 リーダー名 パートナー名 クラス 支局 所属教室
1 伊藤　文明  矢田　美也子 C 三　重 ヒサムラ津
2 遠山　則行  遠山　満子  D 愛　知 ＤＳ豊橋
3 後藤　喜章  櫻井　光枝  C 静　岡 スマイル
4 甲斐　進    甲斐　京子  D 静　岡 エトワール
5 佐藤　龍治  岩本　光子  D 愛　知 ＤＳ豊橋
6 妻木　昭    北詰　千枝子 C 静　岡 ワタナベＤＳ
7 山本　三郎  塩谷　博美  C 静　岡 美技ダンス
8 山本　政壱  加藤　美代志 D 静　岡 ナグラ
9 山本　哲也  田村　さゆり C 静　岡 川島ダンス
10 柴田　泰茂  増田　千代子 C 愛　知 ＤＳヤマナカ
11 柴木　勝    津端　英子  C 愛　知 ツゲヨシヒロ
12 小野　賢二  小野　悦子  C 静　岡 イナハラＤＳ
13 松本　直樹  家城　美智子 C 三　重 ヒサムラ津
14 森　孝英    萩原　幸恵  D 静　岡 サカモト
15 青山　寿雄  山田　好子  C 静　岡 サカモト
16 石川　明夫  鈴木　佐知子 C 静　岡 中込ＤＳ
17 川喜田　幹雄 山舗　恵美子 C 三　重 ヒサムラ津
18 浅田　年司  鈴木　啓子  C 静　岡 岡ダンス
19 草川　幸夫  長谷　清子  C 静　岡 掛川ユウ
20 竹内　保雄  安達　厚子  C 愛　知 新東海ダンス
21 仲野　誠次  牧田　美代子 C 静　岡 マーシー
22 梅本　幸雄  上野　勢津子 D 三　重 ヒサムラ津
23 浜野　光男  若杉　しづ枝 D 愛　知 ロマンＤＳ
24 鈴置　英昭  山本　美代子 D 愛　知 ロマンＤＳ
25 纐纈　弘    纐纈　信子  C 静　岡 ＤＷパレス
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シニア・ラテンアメリカン オープン 出場１４組 種目：Ｓ

背番号 リーダー名 パートナー名 クラス 支局 所属教室
31 中東　秀夫  中東　真知子 B 三　重 ヒサムラ津
32 内山　一人  内山　真寿美 B 静　岡 イナハラＤＳ
33 大河内　譲  大河内久美代 A 無所属 無所属
34 野本　正次  西　きよみ  B 愛　知 ツゲヨシヒロ
35 大林　茂樹  大林　公子  B 静　岡 ＤＳハヤシ
36 岸田　豊    岸田　多美子 B 静　岡 ツチヤＤＳ
37 橋本　一敏  橋本　みづほ B 三　重 コクボダンス
38 佃　昌光    佃　順子    B 静　岡 ＤＷパレス
39 安藤　安夫  上野　清美  B 愛　知 ＥＧＡＷＡ
40 山岸　義美  木村　久美子 B 静　岡 大石ＤＳ
41 加藤　綱夫  加藤　和代  B 無所属 無所属
42 小田　喜久  眞田　優子  B 三　重 丸之内ＤＫ
43 川上　信敏  川上　勝枝  B 静　岡 スマイル
44 渡部　孝満  松山　静子  B 静　岡 プロムナード

プロ・ラテンアメリカン ＤＮ級 出場７組 種目：Ｒ

背番号 リーダー名 パートナー名 クラス 支局 所属教室
1 五十嵐　彰  杉山　素子  D 静　岡 佐々木静子Ｄ
2 石黒　誠    石黒　エミ子 N 富　山 東爪ＤＳ
3 藤井　利彰  長野　晴美  D 静　岡 ツチヤＤＳ
4 山口　直紀 加藤　明子 N 愛　知 池田耕治ＤＳ
5 船山　茂明  船山　ひでよ D 静　岡 ムラタ
6 中村　大輔  岡本　奈々  D 静　岡 イソベダンス
7 佐々木　紳二 高橋　智絵  N 愛　知 ソワール

プロ・ラテンアメリカン Ｃ級 出場１４組 種目：Ｐ

背番号 リーダー名 パートナー名 クラス 支局 所属教室
11 五十嵐　彰  杉山　素子  D 静　岡 佐々木静子Ｄ
12 三浦　篤男  三浦　真紀子 C 愛　知 マイムＤＳ
13 小島　正義  小島　聖子  C 静　岡 コマツＤＳ
14 谷口　雅士  谷口　ひとみ C 岐　阜 谷口ＤＳ
15 加茂  武    加茂　浩美  C 福　井 カモタケシＤ
16 中村　大輔  岡本　奈々  D 静　岡 イソベダンス
17 古川　浩司  牧野　玉江  C 静　岡 大石ＤＳ
18 河合　秀近  鈴木　麻里  C 愛　知 山本かおる
19 村上　豊    伊藤　満穂  C 愛　知 ツゲヨシヒロ
20 稲原　孝一  稲原　園子  C 静　岡 イナハラＤＳ
21 谷村　正人  谷村　圭子  C 富　山 水野ダンス
22 北河　龍也  田中　みち子 C 愛　知 ＤＳヤマナカ
23 鈴木　啓之  鈴木　実鈴  C 静　岡 ヒロスＤＳ
24 杉山　賢祐  鶴田　詔子  C 静　岡 スマイル

プロ・ラテンアメリカン オープン 出場２１組 種目：Ｃ・Ｓ

背番号 リーダー名 パートナー名 クラス 支局 所属教室
31 伊藤　芳浩  久村　祥子  B 愛　知 ＳＤイトウ
32 宮田　敬三  原子　和美  B 愛　知 ＤＳヤマナカ
33 小島　正義  小島　聖子  C 静　岡 コマツＤＳ
34 永井　謙作  伊藤　依子  A 静　岡 ＫＹナガイ
35 吉柳　一樹  松尾　真美  B 愛　知 アオヤマ
36 田中　達則  田中　翠    A 静　岡 イシカワ
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37 鬼頭　孝幸  山田　奈央子 A 愛　知 ＤＳフナコシ
38 宮嶋　隆夫  吉田　早織  A 岐　阜 アキタトシオ
39 村上　豊    伊藤　満穂  C 愛　知 ツゲヨシヒロ
40 八木　裕    深見　ちひろ A 静　岡 大石ＤＳ
41 高橋　朋宏  吉田　由美  A 静　岡 岡ダンス
42 北河　龍也  田中　みち子 C 愛　知 ＤＳヤマナカ
43 山崎　雅則  小澤　恵美  A 愛　知 ＥＧＡＷＡ
44 半田　英太郎 北村　恵理  A 愛　知 ミツイＤＳ
45 伊藤　和哉  河合　ふみ乃 A 愛　知 ソワール
46 金澤　薫    金澤　美紀  A 静　岡 ワタナベＤＳ
47 早川　元規  早川　ちひろ B 愛　知 ミツイＤＳ
48 平手　涼    前島　麻希  A 岐　阜 ワタナベＤＣ
49 本田　豊    伊藤　麻由  B 愛　知 池田耕治ＤＳ
50 由留木　啓人 榊原　梨衣  B 静　岡 ＤＷパレス
51 林　隆文    林　麻里    A 静　岡 ＤＳハヤシ

プロ・スタンダード ＤＮ級 出場１７組 種目：Ｗ

背番号 リーダー名 パートナー名 クラス 支局 所属教室
1 久保田　博章 秋山　典子  D 静　岡 ＤＡクボタ
2 加藤　有    宮城　康江  N 愛　知 ヒサムラＤＳ
3 船山　茂明  船山　ひでよ N 静　岡 ムラタ
4 渡辺　佳洋  藤原　淑子  D 愛　知 ソワール
5 五加　まさる 鈴木　富士子 D 静　岡 グリーンＤＳ
6 北河　龍也  田中　みち子 D 愛　知 ＤＳヤマナカ
7 藤井　利彰  長野　晴美  D 静　岡 ツチヤＤＳ
8 井上　俊明  加藤　佳代子 D 愛　知 カトレアＤＫ
9 池田　寛男  池田　弘子  D 静　岡 さかえＤＳ
10 小松　康正  小松　奈美  D 愛　知 岡田よしのり
11 杉山　賢祐  鶴田　詔子  D 静　岡 スマイル
12 岡田　学    本多　えりこ D 愛　知 ソワール
13 徳本　光司  徳永　かの子 D 静　岡 大石ＤＳ
14 竹中　幸治  西川　悦子  N 愛　知 沢上ムライ
15 永田　文雄  永田　智恵子 D 静　岡 グリーンＤＳ
16 中村　大輔  岡本　奈々  D 静　岡 イソベダンス
17 佐々木　伸二 高橋　智絵  N 愛　知 ソワール

プロ・スタンダード Ｃ級 出場２８組 種目：Ｆ

背番号 リーダー名 パートナー名 クラス 支局 所属教室
21 久保田　博章 秋山　典子  D 静　岡 ＤＡクボタ
22 由留木　啓人 榊原　梨衣  C 静　岡 ＤＷパレス
23 伊藤　和哉  河合　ふみ乃 C 愛　知 ソワール
24 田中　宏児  畑野　牧子  C 静　岡 タナカＤＳ
25 阿野　倖一  大田　きよみ C 愛　知 フクイケンジ
26 鷺坂　弘章  鷺坂　知代  C 静　岡 ワタナベＤＳ
27 加茂  武    加茂　浩美  C 福　井 カモタケシＤ
28 角谷　智三  田中　美鈴  C 岐　阜 スミヤＳＤＣ
29 平尾　紀佳  小池　ルリ子 C 静　岡 ＤスタジオＲ
30 小松　康正  小松　奈美  D 愛　知 岡田よしのり
31 金澤　薫    金澤　美紀  C 静　岡 ワタナベＤＳ
32 宮嶋　隆夫  吉田　早織  C 岐　阜 アキタトシオ
33 古川　浩司  牧野　玉江  C 静　岡 大石ＤＳ
34 五十嵐　彰  杉山　素子  C 静　岡 佐々木静子Ｄ
35 宮田　敬三  原子　和美  C 愛　知 ＤＳヤマナカ
36 高羽　直弘  高羽　純子  C 静　岡 タカバ
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37 笹原　貞之  仲澤　弘子  C 静　岡 ササハラＤＣ
38 三浦　篤男  三浦　真紀子 C 愛　知 マイムＤＳ
39 吉満　正    寺田　由利  C 愛　知 アオヤギＤＳ
40 小島　正義  小島　聖子  C 静　岡 コマツＤＳ
41 図子　平    図子　直美  C 静　岡 図子
42 浅野　正幹  浅野　幸枝  C 愛　知 ソワール
43 大石　昇    大石　雅古  C 静　岡 浜松ＤＳ
44 谷口　雅士  谷口　ひとみ C 岐　阜 谷口ＤＳ
45 八木　裕    深見　ちひろ C 静　岡 大石ＤＳ
46 寺松　義光  七谷　静佳  C 石　川 関ダンス
47 鈴木　啓之  鈴木　実鈴  C 静　岡 ヒロスＤＳ
48 鈴木　章夫  渡辺　軌子  C 静　岡 ワタナベＤＳ

Ｇシニア・ラテンアメリカン 選手権 出場１４組 種目：Ｃ・Ｓ

背番号 リーダー名 パートナー名 クラス 支局 所属教室
1 吉田　東雪  吉田　朋葩  B 岐　阜 ワタナベＤＣ
2 興津　政明  川端　朋子  A 静　岡 スマイル
3 古川　憲男  吉田　幸子  A 愛　知 ツゲヨシヒロ
4 小田　喜久  眞田　優子  A 三　重 丸之内ＤＫ
5 松本　郁雄  鈴木　京子  A 静　岡 ＤＳハヤシ
6 森　正吉    戸塚　八重子 B 静　岡 イシカワ
7 西山　哲郎  西山　敏子  A 愛　知 フクイケンジ
8 中東　秀夫  中東　真知子 A 三　重 ヒサムラ津
9 長江　信雄  大石　るみ子 B 愛　知 近藤ダンス
10 塚本　拡    近藤　久美  B 愛　知 フクイケンジ
11 渡部　孝満  松山　静子  A 静　岡 プロムナード
12 木下　純一  杉村　和世  B 愛　知 ＤＳフナコシ
13 野口　誠    五老　和代  B 静　岡 ツチヤＤＳ
14 野本　正次  西　きよみ  A 愛　知 ツゲヨシヒロ

シニア・スタンダード 選手権 出場３４組 種目：Ｔ・Ｆ

背番号 リーダー名 パートナー名 クラス 支局 所属教室
1 服部　清 傍島　輝美 B 岐　阜 ＤＡヒロセ
2 安藤　安夫  上野　清美  B 愛　知 ＥＧＡＷＡ
3 伊藤　茂    伊藤　千鶴  A 愛　知 アオヤギＤＳ
4 岡　義行    岡　京子    B 三　重 ヒサムラ津
5 岡田　秀夫  岡田　佳代  A 無所属 無所属
6 河合　忠    河合　二美  A 富　山 ＤＳイソベ
7 岸田　豊    岸田　多美子 B 静　岡 ツチヤＤＳ
8 小川　哲也  勝又　清美  B 静　岡 ムラタ
9 根嵜　有次  根嵜　さかゑ B 愛　知 ヒサムラＤＳ
10 山下　恭男  山下　美恵子 A 静　岡 ＫＳダンス
11 山下　史雄  山下　美穂子 B 静　岡 ＤＳハヤシ
12 山岸　義美  木村　久美子 B 静　岡 大石ＤＳ
13 山口　勝昭  山口　実千代 A 石　川 関ダンス
14 山崎　正彦  名木　美栄子 A 石　川 ＤＳＴ福浦
15 鈴木　敏正  松浦　清子  A 静　岡 大石ＤＳ
16 時原　三郎  時原　とよみ B 愛　知 イケダＤＳ
17 勝　正弘    勝　靖子    A 無所属 無所属
18 熊谷　実千雄 増田　ゆき枝 B 静　岡 佐野ダンス
19 小林　繁明  小林　真由美 B 静　岡 ムラタ
20 松本　直樹  家城　美智子 B 三　重 ヒサムラ津
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21 上野　賢一  上野　由美子 B 富　山 ＤＳイソベ
22 水口　豊    山野　めぐみ A 石　川 関ダンス
23 杉山　久八  渥美　厚子  B 三　重 ヒサムラ津
24 清水　義之  豆田　真由美 B 静　岡 ワタナベＤＳ
25 青山　寿雄  山田　好子  B 静　岡 サカモト
26 石川　鎭一  石川　敦子  A 愛　知 アオヤギＤＳ
27 川喜田　幹雄 山舗　恵美子 B 三　重 ヒサムラ津
28 倉内　隆    山田　文子  A 岐　阜 各務原ＤＫ
29 大河内　譲  大河内久美代 A 無所属 無所属
30 日比野　礎  日比野奈美子 B 愛　知 セオダンスＫ
31 野中　功    野中　洋枝  A 静　岡 野中
32 林　伸男    林　民子    A 岐　阜 イワモト
33 山本　三郎  塩谷　博美  B 静　岡 美技ダンス
34 鈴木　利幸  美和　とみ子 B 静　岡 ナグラ

アマ・ラテンアメリカン 選手権 出場２４組 種目：Ｃ・Ｓ・Ｒ・Ｐ・Ｊ

背番号 リーダー名 パートナー名 クラス 支局 所属教室
1 山口　博之  石井　香織  A 静　岡 大石ＤＳ
2 杉山　真実  谷津倉　千博 B 静　岡 マーシー
3 佃　昌光    佃　順子    B 静　岡 ＤＷパレス
4 近藤　健二  鈴木　彩    B 静　岡 図子
5 石田　貴宏  渡辺　桃詩美 B 静　岡 仲井ダンス
6 新岡　元    中澤　章子  B 静　岡 プロムナード
7 大友　泰二  大友　訓代  A 静　岡 ワタナベＤＳ
8 常富　篤美  常富　法子  A 無所属 無所属
9 宇野　竜弘  山田　麻衣  A 愛　知 アオヤマ
10 青山　直樹  伊丹　やよい B そのた 中部学連
11 三原　朋隼  足立　朋子  B 愛　知 ソワール
12 仙石　敏也  仙石　京子  B 岐　阜 ＧＳオカムラ
13 藤田　稔    藤田　浩子  A 静　岡 イシカワ
14 南　拓人    大澤　琴音  B 静　岡 大石ＤＳ
15 村松　典明  船木　吏津子 B 静　岡 ツチヤＤＳ
16 高田　英明  石黒　美沙  A 富　山 高岡ＤＳ
17 山口　由貴  柵木　一美  B 無所属 無所属
18 岡本　圭祐  塚越　あみ  A 愛　知 ソワール
19 山田　進    山田　詠香  A 愛　知 ロマンＤＳ
20 石井　晃    舩谷　美穂  B 愛　知 ミツイＤＳ
21 山崎　敬    浅井　舞子  B 愛　知 ナゴヤＤＷ
22 林　祐輝    小川　佳苗  B そのた 中部学連
23 二村　祥平  二村　つかさ B 愛　知 田川ダンス
24 広木　寿夫  松本　照美  B 愛　知 ＤＳ豊橋

プロ・スタンダード 選手権 出場５２組 種目：Ｗ・Ｔ・Ｗｖ・Ｆ・Ｑ

背番号 リーダー名 パートナー名 クラス 支局 所属教室
1 青田　一    青田　正代  A 静　岡 ツチヤＤＳ
2 村田　政志  村田　祐子  A 静　岡 ムラタ
3 石川　俊夫  鈴木　早苗  A 静　岡 イシカワ
4 伊藤　頼彦  伊藤　美雪  A 静　岡 イトーダンス
5 図子　平    図子　直美  C 静　岡 図子
6 山本　章絡  池田　有妃  A 愛　知 山本かおる
7 加納　滋夫  加納　宏子  A 富　山 ＤＳイソベ
8 浜野　義広  浜野　智子  A 愛　知 アオヤギＤＳ
9 生田　和也  馬場　美貴子 A 愛　知 ＤＳ豊橋
10 松浦　真吾  岡　ひろみ  A 愛　知 ソワール
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11 河合　秀近  鈴木　麻里  B 愛　知 山本かおる
12 杉村　紀幸  杉山　まゆみ A 愛　知 ヒサイズミ
13 久保田　親  渡邉　智美  B 岐　阜 ワタナベＤＣ
14 阿南　博通  横堀　めぐみ A 静　岡 ＤＷパレス
15 築地　宏明  築地　慶野  A 静　岡 ＴＳＵＫＩＪ
16 内藤　高行  内藤　統子  B 静　岡 佐野ダンス
17 服部　正    勝見　可奈  B 静　岡 マーシー
18 皆元　圭介  皆元　比呂子 B 静　岡 ミナモトＤＳ
19 松宮　真令  辻　ひとみ  A 福　井 松宮ダンス
20 千賀　実    伊藤　寛子  A 愛　知 沢上ムライ
21 早川　元規  早川　ちひろ B 愛　知 ミツイＤＳ
22 江川　幸生  瀬古　眞沙美 A 愛　知 ＥＧＡＷＡ
23 宮越　巧    伊藤　明香里 A 愛　知 ソワール
24 出村谷　宜広 出村谷　泉美 B 愛　知 ロマンＤＳ
25 内藤　和己  内藤　陽子  B 愛　知 ナイトウ
26 山口　直紀  加藤　明子 A 愛　知 池田耕治ＤＳ
27 上田　信夫  上田　千佳  A 静　岡 ツチヤＤＳ
28 稲原　孝一  稲原　園子  B 静　岡 イナハラＤＳ
29 牧野　智弘  牧野　淳子  A 静　岡 ＤＳマキノ
30 永井　謙作  伊藤　依子  A 静　岡 ＫＹナガイ
31 宮崎　英臣  宮崎　英恵  A 石　川 ＤＳミヤザキ
32 谷村　正人  谷村　圭子  A 富　山 水野ダンス
33 石黒　誠    石黒　エミ子 A 富　山 東爪ＤＳ
34 山崎　雅則  小澤　恵美  B 愛　知 ＥＧＡＷＡ
35 渡辺　一彦  杉原　緑    B 愛　知 一彦ＤＳＴ
36 古川　浩之  森坂　恵吏  B 愛　知 ソワール
37 宮嶋　憲文  宮嶋　朋子  A 愛　知 イケダＤＳ
38 山本　純一郎 田上　佳代子 A 愛　知 山本かおる
39 尾島　俊樹  酒井　悦子  B 愛　知 藤ケ丘ＤＡ
40 三浦　和弥  大池　朋子  A 静　岡 ツチヤＤＳ
41 林　隆文    林　麻里    B 静　岡 ＤＳハヤシ
42 森田　直人  渡辺　より子 A 静　岡 森田ＤＡ　　
43 野中  十四明 野中　緑    A 静　岡 野中
44 太田　浩也  太田　郁代  A 福　井 ローズＤＳ
45 渡辺　智晴  渡辺　広子  B 愛　知 トゥービー
46 伊藤　芳浩  久村　祥子  A 愛　知 ＳＤイトウ
47 福井　建二  福井　マリコ A 愛　知 フクイケンジ
48 半田　英太郎 北村　恵理  A 愛　知 ミツイＤＳ
49 本田　豊    伊藤　麻由  B 愛　知 池田耕治ＤＳ
50 佐藤　智一  篠田　裕美子 A 愛　知 ロマンＤＳ
51 都築　順也  都築　麻美  A 愛　知 ハッピーＤＳ
52 廣瀬　　律  廣瀬　ひさ子 A 岐　阜 ＤＡヒロセ
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