
AB級ダンス競技会【グランドシニア】スタンダード　T ３５組
登録番号 級 リーダー氏名 ﾊﾟーﾄﾅー氏名 所属 所属教室

0260 Ａ 辻田  昌三 辻田  寿子 岐阜県 アキタトシオＤＳ
0466 A 銭谷  隆詞 銭谷  幸江 石川県 たかひら
0564 Ａ 松本 郁雄 鈴木  京子 静岡県 ＤＳハヤシ
0758 Ａ 山内  好男 浅野　文子 岐阜県 タナハシＤＳ
1019 Ａ 酒井 一男 芝田  真知子 福井県 明宝ＤＳ
1094 Ａ 伊藤 直彦 伊藤  龍子 岐阜県 ＧＳオカムラ
1169 B 大河内 譲 大河内久美代 無所属 無所属
1308 Ａ 野村 和夫 西脇　良子 岐阜県 ＤＳイワモト
1326 Ａ 上野  賢一 上野  由美子 富山県 ＤＳイソベ
1336 Ａ 杉山 久八 渥美  厚子 三重県 ヒサムラ津
1340 Ａ 深津 悦生 杉井  和子 他団体 他団体
1544 東  昇一 嶋  澄江 石川県 金沢ダンス
1571 Ｂ 吉田  東雪 吉田  朋葩 岐阜県 ワタナベＤＣ
1582 Ａ 亀石 正彦 清水　美砂子 岐阜県 ＪＳオカムラ
1657 Ｂ 福富  信親 横井  ふみ子 愛知県 アオヤギＤＳ
1759 A 川上 信敏 川上  勝枝 静岡県 スマイル
1844 Ａ 浅野 宏一 高橋　節子 福井県 吉川ダンス
1995 Ａ 伊藤 いさお 伊藤  あけみ 愛知県 ロマンＤＳ
2007 Ａ 佐藤 文昭 佐藤　豊子 愛知県 ＥＧＡＷＡ
2012 Ａ 岡 義行 岡  京子 三重県 ヒサムラ津
2021 Ａ 山口 壽一 田仲　れい子 福井県 明宝ＤＳ
2030 Ａ 髙山 信彦 花房  美代子 無所属 無所属
2077 Ａ 丸山 一 丸山  由美子 静岡県 ＤＷパレス
2166 A 野嶋 政宏 野嶋  初江 静岡県 スマイル
2238 Ａ 湊口 要 吉崎　由美子 富山県 高岡ＤＳＴ
2299 Ａ 阿折  良二 阿折  照子 富山県 水野ダンス
2355 Ｂ 木下 純一 杉村　和世 愛知県 ＤＳフナコシ
2541 Ａ 岡本 孝夫 小林　はつ代 静岡県 野中ＤＳ
2583 Ａ 川端 利夫 川端　和子 富山県 ＤＳイソベ
2624 Ｂ 中川 重雄 中川　ゆり 三重県 ナカイＤＳ
2701 Ａ 田中 雄二 志麻　由布子 富山県 フカイＤＳ
2836 Ａ 小谷 良太郎 小谷　由紀子 無所属 無所属
2883 Ｂ 小田 喜久 眞田　優子 三重県 丸之内DK
3028 Ｂ 大塚 竹芳 大塚　矢重子 岐阜県 長良ダンス
3232 Ａ 伊藤　忠司 山口　真代 無所属 無所属

中部日本ダンス選手権【グランドシニア】ラテンアメリカン　C・R ２１組
登録番号 級 リーダー氏名 ﾊﾟーﾄﾅー氏名 所属 所属教室

1025 A 伊藤  茂 伊藤  千鶴 愛知県 アオヤギＤＳ
1169 Ａ 大河内 譲 大河内久美代 無所属 無所属
1170 Ｂ 諏訪  譲 設楽　恵子 無所属 無所属
1191 Ｂ 奥川  幸男 桜井  幸子 石川県 ビクトリー
1337 Ａ 野本  正次 西  きよみ 愛知県 ツゲヨシヒロ
1344 Ａ 古川 憲男 吉田  幸子 愛知県 ツゲヨシヒロ
1349 Ａ 中東 秀夫 中東  真知子 三重県 ヒサムラ津
1411 Ｂ 澄野 久生 澄野  由紀子 三重県 ヒサムラ津
1571 Ｂ 吉田  東雪 吉田  朋葩 岐阜県 ワタナベＤＣ
1759 A 川上 信敏 川上  勝枝 静岡県 スマイル
1997 Ｂ 三鴨 武夫 田渕　美智子 愛知県 アオヤマ
2021 Ｂ 山口 壽一 田仲　れい子 福井県 明宝ＤＳ
2166 B 野嶋 政宏 野嶋  初江 静岡県 スマイル
2353 Ｂ 斉藤 京司 斉藤　桂子 無所属 無所属
2355 Ｂ 木下 純一 杉村　和世 愛知県 ＤＳフナコシ
2372 Ｂ 柴田 泰成 増田　千代子 愛知県 ＤＳヤマナカ
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2415 Ａ 興津 政明 川端　朋子 静岡県 スマイル
2421 C 山下  治雄 竹久　公美 石川県 ビクトリー
2541 Ｂ 岡本 孝夫 小林　はつ代 静岡県 野中ＤＳ
2883 Ａ 小田 喜久 眞田　優子 三重県 丸之内DK
3014 Ｂ 松岡 憲雄 松岡　千恵子 岐阜県 ワタナベＤＣ
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