
平成25年7月3日 現在

　　アマ・スタンダード　Ａ　級 Ｔ・Ｑ 22 　組

登録番号 級 リーダー氏名 パートナー氏名 所属 所属教室 備考

13000132 Ａ 篠田 勉 篠田　雅美 富山県 水野ダンス
13000219 Ａ 水口  豊 山野  めぐみ 石川県 関ダンス
13000314 Ａ 山田 重之 山田  麻美子 三重県 コクボＤＳ
13000550 Ａ 鈴木 敏正 松浦　清子 静岡県 大石ＤＳ
13001025 Ａ 伊藤  茂 伊藤  千鶴 愛知県 アオヤギＤＳ
13001117 Ａ 倉内  隆 山田　菊代 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 無所属
13001326 Ａ 上野  賢一 上野  由美子 富山県 ＤＳイソベ
13001511 Ａ 山下 恭男 山下  美恵子 静岡県 ＫＳ・ダンス
13001558 Ａ 小板橋 猛 小板橋  文子 無所属 無所属
13001592 Ａ 林 知弘 林  やよい 愛知県 アオヤギＤＳ
13001688 Ａ 山口 勝昭 山口  実千代 石川県 関ダンス
13001792 Ａ 柴田  広 内藤  絵美 愛知県 フクイケンジ
13001907 Ａ 松尾  香 上田  智子 石川県 たかひら
13002066 Ａ 鈴木 宏之 岡田　敦子 愛知県 フクイケンジ
13002112 Ａ 平野  弘治 平野  克美 岐阜県 ワタナベＤＣ
13002442 Ａ 池田 陽一 池田　久美子 石川県 たかひら
13002583 Ａ 川端 利夫 川端　和子 富山県 ＤＳイソベ
13002662 Ａ 仙石 敏也 仙石　京子 岐阜県 ＧＳオカムラ
13003245 Ａ 山北 真也 矢野　彩芽 愛知県 ＥＧＡＷＡ
13003702 Ｂ 河野　智計 河野　典子 富山県 東爪ＤＳ
13003705 Ａ 中西　宣貴 中西　晏理 三重県 ナカイＤＳ

　　アマ・スタンダード　Ｂ　級 Ｆ 88 　組

登録番号 級 リーダー氏名 パートナー氏名 所属 所属教室 備考

13000255 Ｂ 田中　勇吉 中山　頼子 岐阜県 アキタトシオ
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 無所属
13000642 Ｂ 村上 清治 森　敏子 静岡県 グリーンＤＳ
13000737 Ｂ 根嵜 有次 根嵜  さかゑ 愛知県 ヒサムラＤＳ
13000744 Ｂ 太田  君男 太田  美幸 愛知県 ヒサムラＤＳ
13000895 Ｂ 藤田 稔 藤田  浩子 静岡県 イシカワ
13000935 Ｂ 大林 茂樹 大林　公子 静岡県 ＤＳハヤシ
13001000 Ｂ 富田 泰孝 磯村　真由 岐阜県 ナガナワ
13001019 Ｂ 酒井 一男 芝田  真知子 福井県 明宝ＤＳ
13001044 Ｂ 野中  功 野中  洋枝 静岡県 野中ＤＳ
13001079 Ｂ 小森 髙士 森田　葉子 静岡県 ＤＳハヤシ
13001098 Ｂ 前田  秀明 前田  輝代 三重県 コクボＤＳ
13001112 Ｂ 西沢 暢章 松原  啓子 岐阜県 ＤＡヒロセ
13001114 Ｂ 佐々木  修二 佐々木  光子 愛知県 山本かおる
13001158 Ｂ 鈴木  利幸 若井　富江 静岡県 ナグラＤＳＴ
13001170 Ｂ 諏訪  譲 深澤　雪枝 無所属 無所属
13001268 Ｂ 吉田 恵一 吉田 春子 岐阜県 ワタナベＤＣ
13001308 Ｂ 野村 和夫 西脇　良子 岐阜県 ＤＳイワモト
13001340 Ｂ 深津 悦生 杉井  和子 無所属 無所属
13001387 Ｂ 山本 三郎 塩谷　博美 静岡県 イソベダンス
13001421 Ｂ 後藤　武彦 後藤　京子 愛知県 アオヤギＤＳ
13001431 Ｂ 渡辺  希男 奥村  洋子 無所属 無所属
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13001477 Ｂ 熊谷  裕英 新井  幸子 静岡県 岡ダンス
13001490 Ｂ 木下  定男 平嶋　喜子 福井県 明宝ＤＳ
13001535 Ｂ 佐脇　法雄 佐脇  洋子 愛知県 ロマンＤＳ
13001601 Ｂ 河部 猛 宮嶋 かよ子 岐阜県 アキタトシオ
13001603 Ｂ 前川 憲章 前川  れい子 石川県 関ダンス
13001619 Ｂ 樋口  勝一 高橋　雅子 岐阜県 アキタトシオ
13001678 Ｂ 森山　高好 渡辺　ちどり 愛知県 ロマンＤＳ
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
13001778 Ｂ 戸田 功 戸田  美加子 愛知県 ＥＧＡＷＡ
13001779 Ｃ 前川 義雄 平野  由紀 福井県 フェニックス
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
13001921 Ｂ 安藤 安夫 上野　清美 愛知県 ＥＧＡＷＡ
13001960 Ｂ 加藤 綱夫 加藤  和代 無所属 無所属
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
13002021 Ｂ 山口 壽一 田仲　れい子 福井県 明宝ＤＳ
13002030 Ｂ 髙山 信彦 花房  美代子 無所属 無所属
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 富山県 ＤＳイソベ
13002048 Ｂ 藤田 邦男 前田　真智子 福井県 松宮ＤＳＴ
13002084 Ｂ 佐橋 隆弘 野倉　順子 岐阜県 ＧＳオカムラ
13002096 Ｂ 須藤 進 小西　典子 三重県 ヒサムラ四
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 
13002141 Ｂ 川部 高 川部  和子 無所属 無所属
13002166 Ｂ 野嶋 政宏 野嶋  初江 静岡県 スマイル
13002173 Ｂ 岡田 悟 山下  和子 岐阜県 ＤＳイワモト
13002195 Ｃ 猪俣 義治 作川  知美 石川県 関ダンス
13002246 Ｂ 荒木　隆雄 荒木　けい子 無所属 無所属
13002253 Ｂ 吉田  泰規 宮田　洋子 岐阜県 ワタナベＤＣ
13002254 Ｂ 山本 献治 傍島　輝美 岐阜県 ワタナベＤＣ
13002260 Ｂ 植田 英之 植田　加奈子 静岡県 スイング
13002341 Ｂ 田上 勝詞 井波　万代 富山県 石黒ＤＳ
13002355 Ｂ 木下 純一 杉村　和世 愛知県 ＤＳフナコシ
13002358 Ｂ 苗加  敏弘 四津谷　絹子 富山県 石黒ＤＳ
13002428 Ｂ 天野 雅仁 天野  庸子 愛知県 ソワール
13002435 Ｂ 甲斐 博文 山崎　信子 岐阜県 ＧＳオカムラ
13002461 Ｂ 諏訪  宏和 大森　早織 愛知県 ＥＧＡＷＡ
13002472 Ｂ 清水 義之 豆田　真由美 静岡県 ワタナベＤＳ
13002541 Ｂ 岡本 孝夫 小林　はつ代 静岡県 野中ＤＳ
13002569 Ｂ 阿原 潤司 塚原　清美 富山県 水野ダンス
13002652 Ｂ 山田 広明 大野　久美子 岐阜県 ナガナワ
13002689 Ｂ 太田 宏 太田　和枝 無所属 無所属
13002725 Ｂ 町野 好博 町野　初枝 岐阜県 塚越ＤＳ
13002818 Ｂ 太田　重毅 石塚　久美子 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
13002845 Ｂ 安井 一史 安井　充子 愛知県 ナゴヤＤＷ
13002918 Ｂ 宇野　竜弘 山田　麻衣 愛知県 アオヤマ
13003027 Ｂ 高鷲 民生 高鷲　由子 愛知県 フクイケンジ
13003028 Ｂ 大塚 竹芳 大塚　八重子 岐阜県 ソシアルＫ
13003029 Ｂ 田代 浩 田代　智子 無所属 無所属
13003032 Ｂ 武田 俊則 富田　裕子 静岡県 ＤＳハヤシ
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13003259 Ｂ 間宮　圓治 間宮　昌子 愛知県 アオヤギＤＳ
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
13003702 Ｂ 河野　智計 河野　典子 富山県 東爪ＤＳ
13003778 Ｂ 宗宮　清澄 山田　加代子 岐阜県 アキタトシオ
13003792 Ｂ 島津　一男 松井　ひとみ 石川県 Ｄ．Ｎ．Ｗ．
13003806 Ｂ 山下　幸一 大下　順子 愛知県 フクイケンジ
13003812 Ｂ 名知　高志 大西　孝子 岐阜県 アキタトシオ
13003845 Ｃ 吉田　久人 本田　あずさ 無所属 無所属
14000002 Ｂ 足立　治 池田　紀子 西部 西部総局

　　アマ・スタンダード　Ｃ　級 Ｗ 111 　組

登録番号 級 リーダー氏名 パートナー氏名 所属 所属教室 備考

13000826 Ｃ 後藤 公嘉 前田  満子 岐阜県 ソシアルＫ
13000859 Ｃ 柴木 勝 津端  英子 愛知県 ツゲヨシヒロ
13001181 Ｃ 山本  順平 嘉手苅　広代 静岡県 ＤＳハヤシ
13001224 Ｃ 中山　保夫 光永　禮子 静岡県 ＤＳハヤシ
13001266 Ｃ 福岡  幹夫 加藤  和子 愛知県 ヒサムラＤＳ
13001288 Ｃ 前田  弘 和久井ゆかる 愛知県 マイムＤＳ
13001344 Ｃ 古川 憲男 吉田  幸子 愛知県 ツゲヨシヒロ
13001349 Ｃ 中東 秀夫 中東  真知子 三重県 ヒサムラ津
13001350 Ｃ 各務 均 高木　登代子 岐阜県 アキタトシオ
13001360 Ｃ 津坂  一夫 倉知  和子 愛知県 アオヤギＤＳ
13001366 Ｃ 山名 敬一 原田　美智子 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
13001443 Ｃ 髙木 恒夫 髙木  春子 愛知県 ＥＧＡＷＡ
13001449 Ｃ 伴野 照男 松浦  敦子 愛知県 フクイケンジ
13001489 Ｃ 佐々木 保正 佐野　春美 無所属 無所属
13001524 Ｃ 中島 重紀 村上　いさ子 三重県 IKEDA 
13001556 Ｃ 大薮  彰 大薮 　霞 岐阜県 ＤＡヒロセ
13001571 Ｃ 吉田  東雪 吉田  朋葩 岐阜県 ワタナベＤＣ
13001582 Ｃ 亀石 正彦 清水　美砂子 岐阜県 ＧＳオカムラ
13001625 Ｃ 成田  茂 平井  泰子 静岡県 わきみず
13001637 Ｃ 和田 宅矛 和田　昌代 静岡県 DSハヤシ
13001730 Ｃ 渡辺  利政 林  明子 岐阜県 ＤＡヒロセ
13001754 Ｃ 庄古 雅昭 庄古  明美 静岡県 ＫＳ・ダンス
13001779 Ｃ 前川 義雄 平野  由紀 福井県 フェニックス
13001809 Ｃ 山崎　現 渡辺　野朱 無所属 無所属
13001883 Ｃ 池脇 末徳 池脇  伸子 無所属 無所属
13001937 Ｃ 筧  博 菱川　愛子 無所属 無所属
13001981 Ｃ 小形 完治 斉藤　里美 無所属 無所属
13001995 Ｃ 伊藤 いさお 伊藤  あけみ 愛知県 ロマンＤＳ
13002002 Ｃ 日比野  礎 日比野奈美子 愛知県 セオダンスＫ
13002013 Ｃ 赤塚  満廣 浜野  輝子 三重県 オオツカＤＳ
13002095 Ｃ 伊藤 成輝 葛原  ゆき子 愛知県 ツゲヨシヒロ
13002122 Ｃ 三嶋 文良 三嶋  喜美子 岐阜県 ワタナベＤＣ
13002123 Ｃ 酒井 松治 杉山　ちあみ 岐阜県 アキタトシオ
13002150 Ｃ 長江 信雄 大石　るみ子 愛知県 近藤ダンス
13002171 Ｃ 遠藤 良吉 長尾　きみゑ 岐阜県 タナハシＤＳ
13002184 Ｃ 山本 哲也 田村　さゆり 静岡県 川島ダンス
13002195 Ｃ 猪俣 義治 作川  知美 石川県 関ダンス
13002196 Ｃ 西野  義隆 若杉  かをる 石川県 関ダンス
13002204 Ｃ 山本 清 川曲  洋子 愛知県 ロマンＤＳ
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13002208 Ｃ 澤木 貞夫 澤木  艶子 岐阜県 ＧＳオカムラ
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 近藤ダンス
13002283 Ｃ 伊藤　兵次 浅井　裕江 愛知県 ロマンＤＳ
13002290 Ｃ 小野木 昌秀 小野木　寿子 岐阜県 ＤＳイワモト
13002301 Ｃ 田中 邦彦 田中　祥子 岐阜県 きしのＤＳ
13002313 Ｃ 林　清泰 林　つや子 福井県 明宝ＤＳ
13002314 Ｃ 森田 悦生 山口　美季 三重県 ヒサムラ四
13002316 Ｃ 若林 庄二 三嶋　百合子 岐阜県 ワタナベＤＣ
13002340 Ｃ 石川 拓也 石川　直美 富山県 トナミＤＳ
13002367 Ｃ 六鹿 忠孝 野口　美枝子 岐阜県 アキタトシオ
13002392 Ｃ 菊地 敏彦 菊地　あつ子 無所属 無所属
13002400 Ｃ 河合  十男 冨樫　恵美子 愛知県 ロマンＤＳ
13002404 Ｃ 森　眞市 鈴木　理子 岐阜県 ＤＳイワモト
13002406 Ｃ 神田 勇作 宮崎　香苗 岐阜県 ＤＡヒロセ
13002421 Ｃ 山下  治雄 竹久　公美 無所属 無所属
13002432 Ｃ 松葉 建夫 大平　美佐子 岐阜県 ＤＳイワモト
13002452 Ｃ 朽原 豊 朽原　元子 無所属 無所属
13002457 Ｃ 石原 良昭 菅　まゆみ 無所属 無所属
13002480 Ｃ 松本 直樹 家城　美智子 三重県 ヒサムラ津
13002559 Ｃ 河村 賢二 保母　伸子 岐阜県 塚越ＤＳ
13002574 Ｃ 伊藤 修 篠田　喜美子 岐阜県 GSオカムラ
13002581 Ｃ 松村 清孝 寺本　千賀子 三重県 白バラDK
13002588 Ｃ 森 浩光 森　洋子 三重県 ヒサムラ四
13002619 Ｃ 小坂井 清 中山　清子 愛知県 Hamano
13002624 Ｃ 中川 重雄 中川　ゆり 三重県 ナカイＤＳ
13002630 Ｃ 井上 哲男 井上　登志子 愛知県 新東海ダンス
13002631 Ｃ 鈴木 一郎 永井　純子 愛知県 池下ダンス
13002678 Ｃ 犬塚 孝行 三ツ矢　育子 無所属 無所属
13002700 Ｃ 手島 勝利 手島　紀久子 愛知県 ロマンＤＳ
13002841 Ｃ 山下 照夫 上野　加代美 無所属 無所属
13002862 Ｃ 阿部 喜則 前田　貴美 愛知県 ロマンＤＳ
13002869 Ｃ 水野 和博 竹内　マサ子 愛知県 ＤＳフナコシ
13002882 Ｃ 前田 徹 前田　千代美 愛知県 アオヤギ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
13002892 Ｃ 木村 登 伊藤　めぐみ 無所属 無所属
13002905 Ｃ 後藤  博光 葛城　幸美 岐阜県 ワタナベＤＣ
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
13003015 Ｃ 井戸 昌昭 村井　有美子 岐阜県 ＤＳイワモト
13003043 Ｃ 村山 義春 村山　啓子 三重県 オオツカＤＳ
13003060 Ｃ 杉岡 芳徳 鬼頭　千絵美 愛知県 トゥービー
13003200 Ｃ 宗林 秀典 宗林 誓子 三重県 白バラDK
13003220 Ｃ 鈴木　隆暢 後藤　さくら 愛知県 ＤＣアオヤマ
13003226 Ｃ 石田　実 石田　優子 無所属 無所属
13003239 Ｃ 大竹 輝久 鈴木　礼子 三重県 ＩＫＥＤＡ
13003242 Ｃ 高本　隆 高本　公子 石川県 Ｊ＆Ｋ
13003247 Ｃ 洞井　和彦 高木　冨士子 岐阜県 ＤＳイワモト
13003267 Ｃ 丹羽　正 中山　洋子 無所属 無所属
13003307 Ｃ 甲斐　進 甲斐　京子 静岡県 エトワール
13003314 Ｃ 中川　二三男 神谷　睦子 愛知県 イケダＤＳ
13003318 Ｃ 洞田　勝 勝又　啓子 愛知県 ロマンＤＳ
13003322 Ｃ 尾関　美智則 尾関　ふみ子 岐阜県 ワタナベＤＣ
13003337 Ｃ 斉藤　勇 中西　美千子 富山県 ＤＳＴ中川
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13003339 Ｃ 上拾石　篤海 上拾石智世子 無所属 無所属
13003353 Ｃ 加藤 忠幸 高田 千賀子 岐阜県 ワタナベＤＣ
13003370 Ｃ 梅村　昇一 吉田　三世 無所属 無所属
13003374 Ｃ 寺田　禮三 伊藤　よし江 静岡県 川島ダンス
13003387 Ｃ 三輪　博之 渡辺　愛子 愛知県 フクイケンジ
13003389 Ｃ 水野　和夫 藤掛　順子 岐阜県 ＧＳオカムラ
13003717 Ｃ 中野　弘光 中野　和美 愛知県 ロマンＤＳ
13003718 Ｃ 鈴木　裕也 加藤　恵 愛知県 アオヤマ
13003721 Ｃ 伊藤　春幸 藤田　幸子 岐阜県 GSオカムラ
13003753 Ｃ 柘植　正憲 波切　千晴 愛知県 山本かおる
13003775 Ｃ 森部　薫生 森部　ひとみ 愛知県 一彦ＤＳＴ
13003787 Ｃ 萩原　孝英 萩原　佐知子 静岡県 ＤＷパレス
13003807 Ｃ 野中　政宏 中塚　麻衣 静岡県 野中ＤＳ
13003845 Ｃ 吉田　久人 本田　あずさ 無所属 無所属
13003858 Ｄ 中島　義明 久保田美佐子 岐阜県 アキタトシオ

　　アマ・スタンダード　Ｄ　級 Ｔ 37 　組

登録番号 級 リーダー氏名 パートナー氏名 所属 所属教室 備考

13000019 Ｄ 川口　秀夫 濵野　洋子 無所属 無所属
13000896 Ｄ 浅田 年司 鈴木  啓子 静岡県 岡ダンス
13001416 Ｄ 井口 速夫 山下　節子 静岡県 ＤＳハヤシ
13001438 Ｄ 永井  英男 永井  公恵 愛知県 ヒサムラＤＳ
13001805 Ｄ 横山　清三 永野　つや子 三重県 白バラDK
13002042 Ｄ 小島 昌己 佐藤  すゞ子 静岡県 ムラタＤＳ
13002224 Ｄ 吉村 任伺 吉村  孝子 岐阜県 ＧＳオカムラ
13002363 Ｄ 竹内 亮介 真野　絹江 愛知県 池下ダンス
13002374 Ｄ 吉田　稔 榊原　久 無所属 無所属
13002402 Ｄ 細川 桂一 細川　高子 岐阜県 アキタトシオ
13002502 Ｄ 菊池 義一 藤原　浩美 静岡県 ＤＷパレス
13002532 Ｄ 岩崎　基之 杉本　静子 静岡県 ナグラＤＳＴ
13002577 Ｄ 高山　晴一 杉本　真弓 無所属 無所属
13002582 Ｄ 松島 成利 松島　千枝子 三重県 ヒサムラ津
13002663 Ｄ 小野田 進 葉田　祐子 静岡県 ＳＴマーシー
13002693 Ｄ 大田 欽也 大田　ハツ恵 静岡県 ＤＳハヤシ
13002698 Ｄ 日下部 義雄 日下部　通子 岐阜県 ＧＳオカムラ
13002706 Ｄ 近藤 雅好 近藤　明美 愛知県 ツゲヨシヒロ
13002887 Ｄ 佐藤 吉彦 佐藤　真理子 三重県 ナカイＤＳ
13002914 Ｄ 柴田 富造 柴田　幸 岐阜県 GSオカムラ
13003017 Ｄ 木村　裕美 結城　ゆり子 福井県 明宝ＤＳ
13003030 Ｄ 山田 輝夫 半田　恵美子 無所属 無所属
13003056 Ｄ 中條　英明 田邉　ナオミ 三重県 ヒサムラ津
13003083 Ｄ 原　　昭 村上　みつよ 愛知県 ＤＳフナコシ
13003214 Ｄ 江坂　嘉彦 江坂　久美子 愛知県 ロマンＤＳ
13003217 Ｄ 遠山　則行 遠山　満子 愛知県 DSp豊橋
13003257 Ｅ 三浦　勇二 大石　葭子 岐阜県 ＤＡヒロセ
13003280 Ｄ 望月　潔 平谷　美香 静岡県 ミナモトＤＳ
13003356 Ｄ 押田　章利 佐橋　愛子 愛知県 ミツイＤＳ
13003711 Ｄ 藤浪　辰夫 熊澤　まゆみ 岐阜県 アキタトシオ
13003736 Ｄ 伏見　隆夫 伏見　亜佐 静岡県 ツチヤＤＳ
13003759 Ｄ 山田　茂 加藤　美恵子 愛知県 ＥＧＡＷＡ
13003781 Ｄ 野田　義孝 田中　智恵美 岐阜県 ワタナベＤＣ
13003798 Ｄ 武部　誠三 桑原　千春 岐阜県 ＤＳイワモト
13003809 Ｄ 渡辺　英昭 渡辺　津多子 無所属 無所属
13003838 Ｄ 山本　秀男 山田　麗子 愛知県 アオヤギＤＳ
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13003858 Ｄ 中島　義明 久保田美佐子 岐阜県 アキタトシオ

　　アマ・スタンダード　Ｅ　級 Ｑ 10 　組 　

登録番号 級 リーダー氏名 パートナー氏名 所属 所属教室 備考

13002520 Ｅ 山本 政壱 加藤　美代志 静岡県 ナグラＤＳＴ
13002647 Ｅ 荒川　守 荒川　悦子 岐阜県 ＧＳオカムラ
13002828 Ｅ 西村 登 西村　第子 愛知県 Hamano
13003257 Ｅ 三浦　勇二 大石　葭子 岐阜県 ＤＡヒロセ
13003298 Ｅ 米川　正光 黒田　敬子 三重県 丸之内DK
13003359 Ｅ 中北　寛 川合　恵津子 三重県 ナカイＤＳ
13003779 Ｅ 吉岡　和彦 山下　ツネ子 岐阜県 可児ダンス
13003825 Ｅ 伊藤　積宏 伊藤　伸子 愛知県 フクイケンジ
13003844 Ｅ 長谷川　仁 大海　みゆき 無所属 無所属
13003871 Ｅ 宮本　忠信 加藤　康子 静岡県 ＤＳハヤシ

　　アマ・スタンダード　Ｆ　級 Ｗ 11 　組

登録番号 級 リーダー氏名 パートナー氏名 所属 所属教室 備考

13002124 Ｆ 橋本 明憲 林　美代子 岐阜県 ＧＳオカムラ
13002439 Ｆ 伊藤　博 鈴木　末子 静岡県 服部ＤＳ
13002586 Ｆ 村田 耕一 萩原 真知穂 三重県 白バラDK
13003296 Ｆ 片山　博 長井　洋子 三重県 ヒサムラ津
13003742 Ｆ 大門　慎一郎 松石　彩加 三重県 白バラDK
13003815 Ｆ 中嶋　隆行　 山口　菊江 愛知県 ヒサムラＤＳ
13003827 Ｆ 堀田　仁志 竹田　智子 静岡県 ＤＷパレス
13003835 Ｆ 清水　徳男 清水　春子 静岡県 ＤＳハヤシ
13003873 Ｆ 清水　真人 清水　直子 愛知県 沢上ムライ
13003877 Ｆ 中田　芳雄 山口　福美 三重県 糸川DＫ
13003879 Ｆ 倉田　将輝 今村　文美 愛知県 DSp豊橋

　　シニア・スタンダード　ＡＢ　級 Ｗ 42 　組

登録番号 級 リーダー氏名 パートナー氏名 所属 所属教室 備考

13000132 Ａ 篠田 勉 篠田　雅美 富山県 水野ダンス
13000219 Ａ 水口  豊 山野  めぐみ 石川県 関ダンス
13000255 Ｂ 田中　勇吉 中山　頼子 岐阜県 アキタトシオ
13000737 Ｂ 根嵜 有次 根嵜  さかゑ 愛知県 ヒサムラＤＳ
13001098 Ｂ 前田  秀明 前田  輝代 三重県 コクボＤＳ
13001117 Ａ 倉内  隆 山田　菊代 岐阜県 アキタトシオＤＳ
13001158 Ｂ 鈴木  利幸 若井　富江 静岡県 ナグラＤＳＴ
13001169 Ａ 大河内 譲 大河内久美代 無所属 無所属
13001349 Ｂ 中東 秀夫 中東  真知子 三重県 ヒサムラ津
13001387 Ｂ 山本 三郎 塩谷　博美 静岡県 イソベダンス
13001535 Ｂ 佐脇　法雄 佐脇  洋子 愛知県 ロマンＤＳ
13001582 Ｂ 亀石 正彦 清水　美砂子 岐阜県 ＧＳオカムラ
13001592 Ａ 林 知弘 林  やよい 愛知県 アオヤギＤＳ
13001603 Ｂ 前川 憲章 前川  れい子 石川県 関ダンス
13001684 Ｂ 下村 卓也 野村　泉水 三重県 コクボＤＳ
13001688 Ａ 山口 勝昭 山口  実千代 石川県 関ダンス
13001792 Ａ 柴田  広 内藤  絵美 愛知県 フクイケンジ
13001907 Ａ 松尾  香 上田  智子 石川県 たかひら
13001921 Ｂ 安藤 安夫 上野　清美 愛知県 ＥＧＡＷＡ
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13001980 Ｂ 谷口 実 佐藤  美知枝 福井県 松宮ＤＳＴ
13002012 Ｂ 岡 義行 岡  京子 三重県 ヒサムラ津
13002013 Ｂ 赤塚  満廣 浜野  輝子 三重県 オオツカＤＳ
13002048 Ｂ 藤田 邦男 前田　真智子 福井県 松宮ＤＳＴ
13002096 Ｂ 須藤 進 小西　典子 三重県 ヒサムラ四
13002112 Ａ 平野  弘治 平野  克美 岐阜県 ワタナベＤＣ
13002253 Ｂ 吉田  泰規 宮田　洋子 岐阜県 ワタナベＤＣ
13002254 Ｂ 山本 献治 傍島　輝美 岐阜県 ワタナベＤＣ
13002367 Ｂ 六鹿 忠孝 野口　美枝子 岐阜県 アキタトシオ
13002421 Ｂ 山下  治雄 竹久　公美 無所属 無所属
13002435 Ｂ 甲斐 博文 山崎　信子 岐阜県 ＧＳオカムラ
13002442 Ｂ 池田 陽一 池田　久美子 石川県 たかひら
13002452 Ｂ 朽原 豊 朽原　元子 無所属 無所属
13002472 Ｂ 清水 義之 豆田　真由美 静岡県 ワタナベＤＳ
13002480 Ｂ 松本 直樹 家城　美智子 三重県 ヒサムラ津
13002559 Ｂ 河村 賢二 保母　伸子 岐阜県 塚越ＤＳ
13002583 Ａ 川端 利夫 川端　和子 富山県 ＤＳイソベ
13002818 B 太田　重毅 石塚　久美子 岐阜県 ワタナベＤＣ
13003027 Ｂ 高鷲 民生 高鷲　由子 愛知県 フクイケンジ
13003032 Ｂ 武田 俊則 富田　裕子 静岡県 ＤＳハヤシ
13003242 Ｂ 高本　隆 高本　公子 石川県 Ｊ＆Ｋ
13003368 Ｂ 大谷　光利 井口　京子 静岡県 ナグラＤＳＴ
14000002 Ｂ 足立　治 池田　紀子 西部 西部総局

　　シニア・スタンダード　ＣＤ　級 Ｆ 46 　組

登録番号 級 リーダー氏名 パートナー氏名 所属 所属教室 備考

13001181 Ｃ 山本  順平 嘉手苅　広代 静岡県 ＤＳハヤシ
13001288 Ｃ 前田  弘 和久井ゆかる 愛知県 マイムＤＳ
13001360 Ｃ 津坂  一夫 倉知  和子 愛知県 アオヤギＤＳ
13001411 Ｃ 澄野 久生 澄野  由紀子 三重県 ヒサムラ津
13001489 Ｃ 佐々木 保正 佐野　春美 無所属 無所属
13001524 Ｃ 中島 重紀 村上　いさ子 三重県 IKEDA 
13001556 Ｃ 大薮  彰 大薮 　霞 岐阜県 ＤＡヒロセ
13001637 Ｃ 和田 宅矛 和田　昌代 静岡県 DSハヤシ
13001730 Ｃ 渡辺  利政 林  明子 岐阜県 ＤＡヒロセ
13001805 Ｄ 横山　清三 永野　つや子 三重県 白バラDK
13001937 Ｃ 筧  博 菱川　愛子 無所属 無所属
13002095 Ｃ 伊藤 成輝 葛原  ゆき子 愛知県 ツゲヨシヒロ
13002171 Ｃ 遠藤 良吉 長尾　きみゑ 岐阜県 タナハシＤＳ
13002184 Ｃ 山本 哲也 田村　さゆり 静岡県 川島ダンス
13002196 Ｃ 西野  義隆 若杉  かをる 石川県 関ダンス
13002204 Ｃ 山本 清 川曲  洋子 愛知県 ロマンＤＳ
13002208 Ｃ 澤木 貞夫 澤木  艶子 岐阜県 ＧＳオカムラ
13002314 Ｃ 森田 悦生 山口　美季 三重県 ヒサムラ四
13002316 Ｃ 若林 庄二 三嶋　百合子 岐阜県 ワタナベＤＣ
13002392 Ｃ 菊地 敏彦 菊地　あつ子 無所属 無所属
13002404 Ｃ 森　眞市 鈴木　理子 岐阜県 ＤＳイワモト
13002532 Ｃ 岩崎　基之 杉本　静子 静岡県 ナグラＤＳＴ
13002581 Ｃ 松村 清孝 寺本　千賀子 三重県 白バラDK
13002588 Ｃ 森 浩光 森　洋子 三重県 ヒサムラ四
13002619 Ｃ 小坂井 清 中山　清子 愛知県 Hamano
13002624 Ｃ 中川 重雄 中川　ゆり 三重県 ナカイＤＳ
13002693 Ｄ 大田 欽也 大田　ハツ恵 静岡県 ＤＳハヤシ
13002882 Ｃ 前田 徹 前田　千代美 愛知県 アオヤギＤＳ
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13002883 Ｃ 小田 喜久 眞田　優子 三重県 丸之内DK
13002887 Ｄ 佐藤 吉彦 佐藤　真理子 三重県 ナカイＤＳ
13003012 Ｃ 野々山　勝利 深津　春子 愛知県 イケダＤＳ
13003060 Ｃ 杉岡 芳徳 鬼頭　千絵美 愛知県 トゥービー
13003097 Ｃ 石川　隆輝 桜田　峯子 愛知県 ロマンＤＳ
13003200 Ｃ 宗林 秀典 宗林 誓子 三重県 白バラDK
13003239 Ｄ 大竹 輝久 鈴木　礼子 三重県 ＩＫＥＤＡ
13003280 Ｄ 望月　潔 平谷　美香 静岡県 ミナモトＤＳ
13003298 Ｄ 米川　正光 黒田　敬子 三重県 丸之内DK
13003307 Ｃ 甲斐　進 甲斐　京子 静岡県 エトワール
13003318 Ｃ 洞田　勝 勝又　啓子 愛知県 ロマンＤＳ
13003337 Ｃ 斉藤　勇 中西　美千子 富山県 ＤＳＴ中川
13003370 Ｃ 梅村　昇一 吉田　三世 無所属 無所属
13003374 Ｃ 寺田　禮三 伊藤　よし江 静岡県 川島ダンス
13003717 Ｃ 中野　弘光 中野　和美 愛知県 ロマンＤＳ
13003736 Ｄ 伏見　隆夫 伏見　亜佐 静岡県 ツチヤＤＳ
13003775 Ｃ 森部　薫生 森部　ひとみ 愛知県 一彦ＤＳＴ
13003838 Ｄ 山本　秀男 山田　麗子 愛知県 アオヤギＤＳ

　　シニア・スタンダード　Ｎ　級 Ｔ 2 　組

登録番号 級 リーダー氏名 パートナー氏名 所属 所属教室 備考
13003815 N 中嶋　隆行　 山口　菊江 愛知県 ヒサムラＤＳ
13003841 N 三村　三喜男 三村　政江 愛知県 ソワール

　　グランドシニア・スタンダード　ＡＢ　級 Ｆ 37 　組

登録番号 級 リーダー氏名 パートナー氏名 所属 所属教室 備考

13000550 Ａ 鈴木 敏正 松浦　清子 静岡県 大石ＤＳ
13000564 Ａ 松本 郁雄 鈴木  京子 静岡県 ＤＳハヤシ
13001019 Ａ 酒井 一男 芝田  真知子 福井県 明宝ＤＳ
13001044 Ａ 野中  功 野中  洋枝 静岡県 野中ＤＳ
13001079 Ａ 小森 髙士 森田　葉子 静岡県 ＤＳハヤシ
13001308 Ａ 野村 和夫 西脇　良子 岐阜県 ＤＳイワモト
13001340 Ａ 深津 悦生 杉井  和子 無所属 無所属
13001349 Ａ 中東 秀夫 中東  真知子 三重県 ヒサムラ津
13001366 Ｂ 山名 敬一 原田　美智子 岐阜県 アキタトシオ
13001411 Ｂ 澄野 久生 澄野  由紀子 三重県 ヒサムラ津
13001421 Ｂ 後藤　武彦 後藤　京子 愛知県 アオヤギＤＳ
13001511 Ａ 山下 恭男 山下  美恵子 静岡県 ＫＳ・ダンス
13001571 Ｂ 吉田  東雪 吉田  朋葩 岐阜県 ワタナベＤＣ
13001601 Ａ 河部 猛 宮嶋 かよ子 岐阜県 アキタトシオ
13001619 Ｂ 樋口  勝一 高橋　雅子 岐阜県 アキタトシオ
13001759 Ａ 川上 信敏 川上  勝枝 静岡県 スマイル
13001981 Ａ 小形 完治 斉藤　里美 無所属 無所属
13002007 Ａ 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
13002021 Ａ 山口 壽一 田仲　れい子 福井県 明宝ＤＳ
13002030 Ａ 髙山 信彦 花房  美代子 無所属 無所属
13002084 Ａ 佐橋 隆弘 野倉　順子 岐阜県 ＧＳオカムラ
13002123 Ａ 酒井 松治 杉山　ちあみ 岐阜県 アキタトシオ
13002166 Ａ 野嶋 政宏 野嶋  初江 静岡県 スマイル
13002173 Ａ 岡田 悟 山下  和子 岐阜県 ＤＳイワモト
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13002355 Ｂ 木下 純一 杉村　和世 愛知県 ＤＳフナコシ
13002541 Ａ 岡本 孝夫 小林　はつ代 静岡県 野中ＤＳ
13002569 Ａ 阿原 潤司 塚原　清美 富山県 水野ダンス
13002582 Ｂ 松島 成利 松島　千枝子 三重県 ヒサムラ津
13002700 Ｂ 手島 勝利 手島　紀久子 愛知県 ロマンＤＳ
13002725 Ｂ 町野 好博 町野　初枝 岐阜県 塚越ＤＳ
13002862 Ｂ 阿部 喜則 前田　貴美 愛知県 ロマンＤＳ
13002883 Ｂ 小田 喜久 眞田　優子 三重県 丸之内DK
13002889 Ｂ 宮本 好夫 宮本　雅子 三重県 ナカイＤＳ
13002892 Ｂ 木村 登 伊藤　めぐみ 無所属 無所属
13003028 Ａ 大塚 竹芳 大塚　八重子 岐阜県 ソシアルＫ
13003358 Ｂ 青木　崇佳 加藤　久子 愛知県 ＥＧＡＷＡ

　　グランドシニア・スタンダード　ＣＤ　級 Ｔ 18 　組

登録番号 級 リーダー氏名 パートナー氏名 所属 所属教室 備考

13000896 Ｃ 浅田 年司 鈴木  啓子 静岡県 岡ダンス
13001114 Ｃ 佐々木  修二 佐々木  光子 愛知県 山本かおる
13001288 Ｃ 前田  弘 和久井ゆかる 愛知県 マイムＤＳ
13001416 Ｃ 井口 速夫 山下　節子 静岡県 ＤＳハヤシ
13002224 Ｃ 吉村 任伺 吉村  孝子 岐阜県 ＧＳオカムラ
13002363 Ｃ 竹内 亮介 真野　絹江 愛知県 池下ダンス
13002532 Ｃ 岩崎　基之 杉本　静子 静岡県 ナグラＤＳＴ
13002574 Ｃ 伊藤 修 篠田　喜美子 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
13002828 Ｄ 西村 登 西村　第子 愛知県 Hamano
13003017 Ｃ 木村　裕美 結城　ゆり子 福井県 明宝ＤＳ
13003030 Ｃ 山田 輝夫 半田　恵美子 無所属 無所属
13003056 Ｃ 中條　英明 田邉　ナオミ 三重県 ヒサムラ津
13003083 Ｄ 原　　昭 村上　みつよ 愛知県 ＤＳフナコシ
13003214 Ｃ 江坂　嘉彦 江坂　久美子 愛知県 ロマンＤＳ
13003298 Ｄ 米川　正光 黒田　敬子 三重県 丸之内DK
13003359 Ｄ 中北　寛 川合　恵津子 三重県 ナカイＤＳ
13003759 Ｃ 山田　茂 加藤　美恵子 愛知県 ＥＧＡＷＡ

　　グランドシニア・スタンダード　Ｎ　級 Ｗ 4 　組

登録番号 級 リーダー氏名 パートナー氏名 所属 所属教室 備考

13003296 N 片山　博 長井　洋子 三重県 ヒサムラ津
13003815 N 中嶋　隆行　 山口　菊江 愛知県 ヒサムラＤＳ
13003841 N 三村　三喜男 三村　政江 愛知県 ソワール
13003873 N 清水　真人 清水　直子 愛知県 沢上ムライ

　　アマ・ラテンアメリカン　Ａ　級 Ｓ・Ｐ 14 　組

登録番号 級 リーダー氏名 パートナー氏名 所属 所属教室 備考

13000314 Ａ 山田 重之 山田  麻美子 三重県 コクボＤＳ
13000895 Ａ 藤田 稔 藤田  浩子 静岡県 イシカワ
13001169 Ａ 大河内 譲 大河内久美代 無所属 無所属
13001742 Ａ 木村　和也 木村  栄子 愛知県 Hamano
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13002918 Ａ 宇野　竜弘 山田　麻衣 愛知県 アオヤマ
13003073 Ａ 澤　知也 内田　沙樹 愛知県 ミツイＤＳ
13003220 Ａ 鈴木　隆暢 後藤　さくら 愛知県 ＤＣアオヤマ
13003347 Ａ 白河　雅啓 大久保　絢乃 愛知県 Hamano
13003356 Ａ 押田　章利 佐橋　愛子 愛知県 ミツイＤＳ
13003394 B 松村　光 鈴木　万理 愛知県 ＤＣアオヤマ
13003705 Ａ 中西　宣貴 中西　晏理 三重県 ナカイＤＳ
13003744 B 藤枝　佳祐 鵜飼　恵里 愛知県 ミツイＤＳ
13003745 Ａ 臼井　涼太 小川　佳苗 愛知県 ミツイＤＳ
13003828 B 池之上　勝哉 川澄　清香 学連 中部学連

　　アマ・ラテンアメリカン　Ｂ　級 Ｃ 28 　組

登録番号 級 リーダー氏名 パートナー氏名 所属 所属教室 備考

13000564 Ｂ 松本 郁雄 鈴木  京子 静岡県 ＤＳハヤシ
13000826 Ｂ 後藤 公嘉 前田  満子 岐阜県 ソシアルＫ
13000935 Ｂ 大林 茂樹 大林　公子 静岡県 ＤＳハヤシ
13001000 Ｂ 富田 泰孝 磯村　真由 岐阜県 ナガナワ
13001098 Ｂ 前田  秀明 前田  輝代 三重県 コクボＤＳ
13001170 Ｂ 諏訪  譲 深澤　雪枝 無所属 無所属
13001477 Ｂ 熊谷  裕英 新井  幸子 静岡県 岡ダンス
13001670 Ｂ 田内 雅也 田内　久美子 岐阜県 ワタナベＤＣ
13001678 Ｂ 森山　高好 渡辺　ちどり 愛知県 ロマンＤＳ
13001684 Ｂ 下村 卓也 野村　泉水 三重県 コクボＤＳ
13001875 Ｂ 榊原  正美 榊原  好子 愛知県 ロマンＤＳ
13001960 Ｂ 加藤 綱夫 加藤  和代 無所属 無所属
13002039 Ｂ 古後 文博 古後  昌美 愛知県 ＤＳフナコシ
13002119 Ｂ 戸田 かずお 本田  まさこ 三重県 IKEDA 
13002341 Ｂ 田上 勝詞 井波　万代 富山県 石黒ＤＳ
13002541 Ｂ 岡本 孝夫 小林　はつ代 静岡県 野中ＤＳ
13002652 Ｂ 山田 広明 大野　久美子 岐阜県 ナガナワ
13002662 Ｂ 仙石 敏也 仙石　京子 岐阜県 ＧＳオカムラ
13003029 Ｂ 田代 浩 田代　智子 無所属 無所属
13003200 Ｂ 宗林 秀典 宗林 誓子 三重県 白バラDK
13003230 Ｂ 原　裕貴 村田　奈央 静岡県 ＤＷパレス
13003246 Ｂ 笠田　章仁 曾我　颯希 岐阜県 アキタトシオ
13003277 Ｂ 藤川　拓 川嶋　美和 三重県 丸之内DK
13003394 Ｂ 松村　光 鈴木　万理 愛知県 ＤＣアオヤマ
13003744 Ｂ 藤枝　佳祐 鵜飼　恵里 愛知県 ミツイＤＳ
13003806 Ｂ 山下　幸一 大下　順子 愛知県 フクイケンジ
13003828 Ｂ 池之上　勝哉 川澄　清香 学連 中部学連
13003831 Ｂ 後藤　秀行 小澤　梨恵 愛知県 フクイケンジ

　　アマ・ラテンアメリカン　Ｃ　級 Ｒ 58 　組

登録番号 級 リーダー氏名 パートナー氏名 所属 所属教室 備考

13000859 Ｃ 柴木 勝 津端  英子 愛知県 ツゲヨシヒロ
13000896 Ｃ 浅田 年司 鈴木  啓子 静岡県 岡ダンス
13001114 Ｃ 佐々木  修二 佐々木  光子 愛知県 山本かおる
13001344 Ｃ 古川 憲男 吉田  幸子 愛知県 ツゲヨシヒロ
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13001349 Ｃ 中東 秀夫 中東  真知子 三重県 ヒサムラ津
13001387 Ｃ 山本 三郎 塩谷　博美 静岡県 イソベダンス
13001411 Ｃ 澄野 久生 澄野  由紀子 三重県 ヒサムラ津
13001489 Ｃ 佐々木 保正 佐野　春美 無所属 無所属
13001490 Ｃ 木下  定男 平嶋　喜子 福井県 明宝ＤＳ
13001571 Ｃ 吉田  東雪 吉田  朋葩 岐阜県 ワタナベＤＣ
13001619 Ｃ 樋口  勝一 高橋　雅子 岐阜県 アキタトシオ
13001980 Ｃ 谷口 実 佐藤  美知枝 福井県 松宮ＤＳＴ
13001995 Ｃ 伊藤 いさお 伊藤  あけみ 愛知県 ロマンＤＳ
13002012 Ｃ 岡 義行 岡  京子 三重県 ヒサムラ津
13002013 Ｃ 赤塚  満廣 浜野  輝子 三重県 オオツカＤＳ
13002021 Ｃ 山口 壽一 田仲　れい子 福井県 明宝ＤＳ
13002042 Ｃ 小島 昌己 佐藤  すゞ子 静岡県 ムラタＤＳ
13002095 Ｃ 伊藤 成輝 葛原  ゆき子 愛知県 ツゲヨシヒロ
13002101 Ｃ 時原 三郎 時原  とよみ 愛知県 イケダＤＳ
13002122 Ｃ 三嶋 文良 三嶋  喜美子 岐阜県 ワタナベＤＣ
13002123 Ｃ 酒井 松治 杉山　ちあみ 岐阜県 アキタトシオ
13002141 Ｃ 川部 高 川部  和子 無所属 無所属
13002150 Ｃ 長江 信雄 大石　るみ子 愛知県 近藤ダンス
13002184 Ｃ 山本 哲也 田村　さゆり 静岡県 川島ダンス
13002195 Ｃ 猪俣 義治 作川  知美 石川県 関ダンス
13002204 Ｃ 山本 清 川曲  洋子 愛知県 ロマンＤＳ
13002260 Ｃ 植田 英之 植田　加奈子 静岡県 スイング
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 杉村　和世 愛知県 ＤＳフナコシ
13002421 Ｃ 山下  治雄 竹久　公美 無所属 無所属
13002428 Ｃ 天野 雅仁 天野  庸子 愛知県 ソワール
13002457 Ｃ 石原 良昭 菅　まゆみ 無所属 無所属
13002480 Ｃ 松本 直樹 家城　美智子 三重県 ヒサムラ津
13002502 Ｃ 菊池 義一 藤原　浩美 静岡県 ＤＷパレス
13002614 Ｃ 石原 時光 石原　立子 愛知県 ヒサムラＤＳ
13002619 Ｃ 小坂井 清 中山　清子 愛知県 Hamano
13002624 Ｃ 中川 重雄 中川　ゆり 三重県 ナカイＤＳ
13002630 Ｃ 井上 哲男 井上　登志子 愛知県 新東海ダンス
13002631 Ｃ 鈴木 一郎 永井　純子 愛知県 池下ダンス
13002663 Ｃ 小野田 進 葉田　祐子 静岡県 ＳＴマーシー
13002685 Ｃ 佐野　博満 寺島　美知代 岐阜県 ワタナベＤＣ
13002689 Ｃ 太田 宏 太田　和枝 無所属 無所属
13002710 Ｃ 中丸　将好 澤田　侑子 愛知県 ＤＣアオヤマ
13002862 Ｃ 阿部 喜則 前田　貴美 愛知県 ロマンＤＳ
13002869 Ｃ 水野 和博 竹内　マサ子 愛知県 ＤＳフナコシ
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
13003010 Ｃ 古賀　裕介 石川　麻里奈 無所属 無所属
13003014 Ｃ 松岡 憲雄 松岡　千恵子 岐阜県 ワタナベＤＣ
13003043 Ｃ 村山 義春 村山　啓子 三重県 オオツカＤＳ
13003097 Ｃ 石川　隆輝 桜田　峯子 愛知県 ロマンＤＳ
13003314 Ｃ 中川　二三男 神谷　睦子 愛知県 イケダＤＳ
13003353 Ｃ 加藤 忠幸 高田 千賀子 岐阜県 ワタナベＤＣ
13003358 Ｃ 青木　崇佳 加藤　久子 愛知県 ＥＧＡＷＡ
13003368 Ｃ 大谷　光利 井口　京子 静岡県 ナグラＤＳＴ
13003742 Ｃ 大門　慎一郎 松石　彩加 三重県 白バラDK
13003787 Ｃ 萩原　孝英 萩原　佐知子 静岡県 ＤＷパレス
13003807 Ｃ 野中　政宏 中塚　麻衣 静岡県 野中ＤＳ
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　　アマ・ラテンアメリカン　Ｄ　級 Ｐ 19 　組

登録番号 級 リーダー氏名 パートナー氏名 所属 所属教室 備考

13001754 Ｄ 庄古 雅昭 庄古  明美 静岡県 ＫＳ・ダンス
13001883 Ｄ 池脇 末徳 池脇  伸子 無所属 無所属
13002283 Ｄ 伊藤　兵次 浅井　裕江 愛知県 ロマンＤＳ
13002452 Ｄ 朽原 豊 朽原　元子 無所属 無所属
13002532 Ｄ 岩崎　基之 杉本　静子 静岡県 ナグラＤＳＴ
13002586 Ｄ 村田 耕一 萩原 真知穂 三重県 白バラDK
13002841 Ｄ 山下 照夫 上野　加代美 無所属 無所属
13002887 Ｄ 佐藤 吉彦 佐藤　真理子 三重県 ナカイＤＳ
13002905 Ｄ 後藤  博光 葛城　幸美 岐阜県 ワタナベＤＣ
13003012 Ｄ 野々山　勝利 深津　春子 愛知県 イケダＤＳ
13003056 Ｄ 中條　英明 田邉　ナオミ 三重県 ヒサムラ津
13003217 Ｄ 遠山　則行 遠山　満子 愛知県 DSp豊橋
13003307 Ｅ 甲斐　進 甲斐　京子 静岡県 エトワール
13003339 Ｄ 上拾石　篤海 上拾石智世子 無所属 無所属
13003389 Ｄ 水野　和夫 藤掛　順子 岐阜県 ＧＳオカムラ
13003711 Ｄ 藤浪　辰夫 熊澤　まゆみ 岐阜県 アキタトシオ
13003718 Ｄ 鈴木　裕也 加藤　恵 愛知県 アオヤマ
13003753 Ｄ 柘植　正憲 波切　千晴 愛知県 山本かおる
13003845 Ｅ 吉田　久人 本田　あずさ 無所属 無所属

　　アマ・ラテンアメリカン　Ｅ　級 Ｃ 11 　組

登録番号 級 リーダー氏名 パートナー氏名 所属 所属教室 備考

13001158 Ｅ 鈴木  利幸 若井　富江 静岡県 ナグラＤＳＴ
13001224 Ｅ 中山　保夫 光永　禮子 静岡県 ＤＳハヤシ
13002439 Ｅ 伊藤　博 鈴木　末子 静岡県 服部ＤＳ
13002520 Ｅ 山本 政壱 加藤　美代志 静岡県 ナグラＤＳＴ
13002582 Ｅ 松島 成利 松島　千枝子 三重県 ヒサムラ津
13003028 Ｅ 大塚 竹芳 大塚　八重子 岐阜県 ソシアルＫ
13003214 Ｅ 江坂　嘉彦 江坂　久美子 愛知県 ロマンＤＳ
13003307 Ｅ 甲斐　進 甲斐　京子 静岡県 エトワール
13003359 Ｅ 中北　寛 川合　恵津子 三重県 ナカイＤＳ
13003835 Ｅ 清水　徳男 清水　春子 静岡県 ＤＳハヤシ
13003845 Ｅ 吉田　久人 本田　あずさ 無所属 無所属

　　アマ・ラテンアメリカン　Ｆ　級 Ｒ 10 　組

登録番号 級 リーダー氏名 パートナー氏名 所属 所属教室 備考

13002374 Ｆ 吉田　稔 榊原　久 無所属 無所属
13002461 Ｆ 諏訪  宏和 大森　早織 愛知県 ＥＧＡＷＡ
13002693 Ｆ 大田 欽也 大田　ハツ恵 静岡県 ＤＳハヤシ
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
13003370 Ｆ 梅村　昇一 吉田　三世 無所属 無所属
13003721 Ｆ 伊藤　春幸 藤田　幸子 岐阜県 GSオカムラ
13003809 Ｆ 渡辺　英昭 渡辺　津多子 無所属 無所属
13003827 Ｆ 堀田　仁志 竹田　智子 静岡県 ＤＷパレス
13003871 Ｆ 宮本　忠信 加藤　康子 静岡県 ＤＳハヤシ
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　　シニア・ラテンアメリカン　ＡＢ　級 Ｐ 11 　組

登録番号 級 リーダー氏名 パートナー氏名 所属 所属教室 備考

13000627 Ｂ 勝 正弘 勝  靖子 無所属 無所属
13001098 A 前田  秀明 前田  輝代 三重県 コクボＤＳ
13001169 Ａ 大河内 譲 大河内久美代 無所属 無所属
13001349 B 中東 秀夫 中東  真知子 三重県 ヒサムラ津
13001387 B 山本 三郎 塩谷　博美 静岡県 イソベダンス
13001477 Ａ 熊谷  裕英 新井  幸子 静岡県 岡ダンス
13001684 B 下村 卓也 野村　泉水 三重県 コクボＤＳ
13002101 B 時原 三郎 時原  とよみ 愛知県 イケダＤＳ
13002480 B 松本 直樹 家城　美智子 三重県 ヒサムラ津
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

　　シニア・ラテンアメリカン　ＣＤ　級 Ｒ 21 　組

登録番号 級 リーダー氏名 パートナー氏名 所属 所属教室 備考

13000896 Ｃ 浅田 年司 鈴木  啓子 静岡県 岡ダンス
13001411 Ｃ 澄野 久生 澄野  由紀子 三重県 ヒサムラ津
13001490 Ｃ 木下  定男 平嶋　喜子 福井県 明宝ＤＳ
13001805 Ｄ 横山　清三 永野　つや子 三重県 白バラDK
13002012 Ｃ 岡 義行 岡  京子 三重県 ヒサムラ津
13002150 Ｃ 長江 信雄 大石　るみ子 愛知県 近藤ダンス
13002204 Ｃ 山本 清 川曲  洋子 愛知県 ロマンＤＳ
13002502 Ｃ 菊池 義一 藤原　浩美 静岡県 ＤＷパレス
13002586 Ｃ 村田 耕一 萩原 真知穂 三重県 白バラDK
13002619 Ｃ 小坂井 清 中山　清子 愛知県 Hamano
13002624 Ｃ 中川 重雄 中川　ゆり 三重県 ナカイＤＳ
13002630 Ｃ 井上 哲男 井上　登志子 愛知県 新東海ダンス
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
13003012 Ｄ 野々山　勝利 深津　春子 愛知県 イケダＤＳ
13003043 Ｃ 村山 義春 村山　啓子 三重県 オオツカＤＳ
13003097 Ｃ 石川　隆輝 桜田　峯子 愛知県 ロマンＤＳ
13003296 Ｄ 片山　博 長井　洋子 三重県 ヒサムラ津
13003298 Ｄ 米川　正光 黒田　敬子 三重県 丸之内DK
13003307 Ｃ 甲斐　進 甲斐　京子 静岡県 エトワール
13003314 Ｄ 中川　二三男 神谷　睦子 愛知県 イケダＤＳ

　　シニア・ラテンアメリカン　Ｎ　級 Ｃ 4 　組

登録番号 級 リーダー氏名 パートナー氏名 所属 所属教室 備考

13003214 N 江坂　嘉彦 江坂　久美子 愛知県 ロマンＤＳ
13003318 N 洞田　勝 勝又　啓子 愛知県 ロマンＤＳ
13003370 N 梅村　昇一 吉田　三世 無所属 無所属
13003841 N 三村　三喜男 三村　政江 愛知県 ソワール

　　グランドシニア・ラテンアメリカン　ＡＢ　級 Ｓ 14 　組

登録番号 級 リーダー氏名 パートナー氏名 所属 所属教室 備考

13000564 Ａ 松本 郁雄 鈴木  京子 静岡県 ＤＳハヤシ
13000895 Ａ 藤田 稔 藤田  浩子 静岡県 イシカワ
13000935 Ａ 大林 茂樹 大林　公子 静岡県 ＤＳハヤシ
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13001344 Ａ 古川 憲男 吉田  幸子 愛知県 ツゲヨシヒロ
13001349 Ａ 中東 秀夫 中東  真知子 三重県 ヒサムラ津
13001571 Ｂ 吉田  東雪 吉田  朋葩 岐阜県 ワタナベＤＣ
13001670 Ａ 田内 雅也 田内　久美子 岐阜県 ワタナベＤＣ
13001759 Ａ 川上 信敏 川上  勝枝 静岡県 スマイル
13002355 Ａ 木下 純一 杉村　和世 愛知県 ＤＳフナコシ
13002541 Ａ 岡本 孝夫 小林　はつ代 静岡県 野中ＤＳ
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
13003056 Ｂ 中條　英明 田邉　ナオミ 三重県 ヒサムラ津
13003358 Ｂ 青木　崇佳 加藤　久子 愛知県 ＥＧＡＷＡ

　　グランドシニア・ラテンアメリカン　ＣＤ　級 Ｒ 6 　組

登録番号 級 リーダー氏名 パートナー氏名 所属 所属教室 備考

13002095 Ｃ 伊藤 成輝 葛原  ゆき子 愛知県 ツゲヨシヒロ
13002582 Ｃ 松島 成利 松島　千枝子 三重県 ヒサムラ津
13003296 Ｄ 片山　博 長井　洋子 三重県 ヒサムラ津
13003298 Ｄ 米川　正光 黒田　敬子 三重県 丸之内DK
13003307 Ｃ 甲斐　進 甲斐　京子 静岡県 エトワール
13003370 Ｃ 梅村　昇一 吉田　三世 無所属 無所属

　　グランドシニア・ラテンアメリカン　Ｎ　級 Ｃ 2 　組

登録番号 級 リーダー氏名 パートナー氏名 所属 所属教室 備考

13003359 N 中北　寛 川合　恵津子 三重県 ナカイＤＳ
13003841 N 三村　三喜男 三村　政江 愛知県 ソワール

　　プロ・ラテンアメリカン　Ａ　級 Ｃ・Ｐ 23 　組

登録番号 級 リーダー氏名 パートナー氏名 所属 所属教室

03000259 Ａ 松宮  真令 辻  ひとみ 福井県 松宮ＤＳＴ
03000315 Ａ 青山 成之 河合　ふみ乃 愛知県 ＤＣアオヤマ
03000316 Ａ 松浦 真吾 岡　ひろみ 愛知県 ＤＳＴソワール
03000320 Ａ 林  隆文 林  麻里 静岡県 ＤＳハヤシ
03000330 Ａ 山本 章絡 池田  有妃 愛知県 山本かおる
03000355 Ａ 髙橋 朋宏 吉田　由美 静岡県 岡ＤＳ
03000358 Ａ 半田 英太郎 北村  恵理 愛知県 ミツイＤＳ
03000372 B 黒野　朝洋 山田　佳奈 愛知県 ロマンＤＳ
03000381 Ａ 生田 和也 馬場  美貴子 愛知県 ＤＳｐ豊橋
03000403 Ａ 鬼頭 孝幸 山田　奈央子 愛知県 イケダＤＳ
03000417 Ａ 早川 元規 早川　ちひろ 愛知県 ミツイＤＳ
03000424 Ａ 宮嶋 隆夫 吉田　早織 岐阜県 アキタトシオＤＳ
03000442 Ａ 山崎 雅則 小澤　恵美 愛知県 ＥＧＡＷＡ
03000445 Ａ 宮田 敬三 原子　和美 愛知県 ＤＳヤマナカ
03000454 Ａ 田中 達則 田中　翠 静岡県 イシカワＤＳ
03000457 Ａ 八木　裕 深見　ちひろ 静岡県 大石ＤＳ
03000465 Ａ 杉山　賢祐 鶴田　詔子 静岡県 スマイル
03000473 Ａ 吉柳 一樹 松尾　真美 愛知県 ＤＣアオヤマ
03000491 Ａ 大村　尊 松田　友恵 静岡県 大石DS
03000493 B 杉山　真実 谷津倉　千博 静岡県 STマーシ
03000494 Ａ 内山　裕隆 内山　里恵 静岡県 内山太郎DS
03000499 B 石上　剛 石上　嘉子 愛知県 道場塚本
03000500 Ａ 飯沼　敏行 小林　幸 愛知県 アオヤギＤＳ
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　　プロ・ラテンアメリカン　ＢＣ　級　 Ｓ 20 　組

登録番号 級 リーダー氏名 パートナー氏名 所属 所属教室 備考

03000045 Ｃ 稲原  孝一 稲原  園子 静岡県 イナハラＤＳ
03000119 Ｃ 三浦  篤男 三浦  真紀子 愛知県 マイムＤＳ
03000287 Ｂ 佐々木  紳二 高橋　智絵 愛知県 ＤＳＴソワール
03000372 Ｂ 黒野　朝洋 山田　佳奈 愛知県 ロマンＤＳ
03000387 Ｃ 市村 幸一 市村　有里 石川県 ＤＳＴイチムラ
03000423 Ｂ 古川 浩之 森坂　恵吏 愛知県 ＤＳＴソワール
03000438 Ｃ 大橋 研二 大橋　富美恵 岐阜県 オオハシＤＳＴ
03000451 Ｂ 伊藤 芳浩 久村　祥子 愛知県 ＳＤＴイトウ
03000474 Ｂ 長坂  政善 丹下　智香 岐阜県 イワモト
03000479 Ｂ 中村　大輔 内田　理沙 静岡県 イソベダンス
03000482 Ｂ 弘中　航 堀井　佳麻里 石川県 J&K
03000483 Ｂ 浦山　卓 前山　絢賀 愛知県 一彦ＤＳＴ
03000488 Ｂ 高島　広海 舩谷　美帆 愛知県 ミツイＤＳ
03000490 Ｃ 植村　淳史 植村　ひとみ 愛知県 ＡＢＣダンス
03000493 Ｂ 杉山　真実 谷津倉　千博 静岡県 STマーシ
03000496 Ｃ 松田　浩一 松田　まゆこ 石川県 Ｊ＆Ｋ
03000498 Ｃ 高田　英明 海原　マリーナ 富山県 高岡ＤＳＴ
03000499 Ｂ 石上　剛 石上　嘉子 愛知県 道場塚本
03000502 Ｃ 谷口　兼一 倉岡　美生 愛知県 アオヤマ
03000503 Ｃ 伊藤　暢康 伊藤　友紀 愛知県 ソワール

　　プロ・ラテンアメリカン　ＤＮ　級 Ｒ 4 　組

登録番号 級 リーダー氏名 パートナー氏名 所属 所属教室 備考

03000331 Ｄ 山本  勲 山本  季美衣 愛知県 ツゲヨシヒロ
03000346 Ｄ 山本  純一郎 田上　佳代子 愛知県 山本かおる
03000351 Ｄ 加茂 武 加茂   浩美 福井県 カモタケシＤＳ
03000362 Ｄ 藤井 利彰 長野　晴美 静岡県 ツチヤＤＳ

　　プロ・スタンダード　Ａ　級 Ｗ・Ｆ 21 　組

登録番号 級 リーダー氏名 パートナー氏名 所属 所属教室 備考

03000088 Ａ 阿南  博通 横堀　恵 静岡県 ＤＷパレス
03000195 Ａ 築地  宏明 築地  慶野 静岡県 TSUKIJＩ
03000212 Ａ 森  智広 森  美由紀 静岡県 大石ＤＳ
03000240 Ａ 千賀  実 伊藤  寛子 愛知県 沢上ムライ
03000259 Ａ 松宮  真令 辻  ひとみ 福井県 松宮ＤＳＴ
03000330 Ａ 山本 章絡 池田  有妃 愛知県 山本かおる
03000332 Ａ 大塚　裕倫 大塚　摩緯 愛知県 ソワール
03000333 Ａ 糸川  雅朗 糸川  孝子 三重県 おわせ糸川ＤＫ
03000346 Ａ 山本  純一郎 田上　佳代子 愛知県 山本かおる
03000356 Ａ 渡辺  智晴 渡辺　広子 愛知県 ＤＳＴトｳービー
03000358 Ａ 半田 英太郎 北村  恵理 愛知県 ミツイＤＳ
03000367 Ｂ 風間  紀美重 風間  絵里 富山県 城東ＤＳ
03000368 Ａ 宮嶋  憲文 宮嶋  朋子 愛知県 イケダＤＳ
03000381 Ａ 生田 和也 馬場  美貴子 愛知県 ＤＳｐ豊橋
03000427 Ｂ 伊藤 和哉 伊藤　明香里 愛知県 ＤＳＴソワール
03000451 Ａ 伊藤 芳浩 久村　祥子 愛知県 ＳＤＴイトウ
03000455 Ｂ 前田 昌成 伊藤 博子 愛知県 近藤ダンス
03000461 Ａ 河合 秀近 鈴木　麻里 愛知県 山本かおる
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03000491 Ａ 大村　尊 松田　友恵 静岡県 大石DS
03000497 Ａ 福井　真二 福井　美香 愛知県 日進ＤＫ
03001228 Ａ 太田 浩也 太田  郁代 福井県 ローズＤＫ

　　プロ・スタンダード　Ｂ　級 Ｑ 27 　組

登録番号 級 リーダー氏名 パートナー氏名 所属 所属教室 備考

03000053 Ｂ 図子  平 図子  直美 静岡県 図子平ＤＳ
03000166 Ｂ 永縄 正義 永縄  康子 岐阜県 ナガナワ
03000224 Ｂ 皆元  圭介 皆元  比呂子 静岡県 ミナモトＤＳ
03000247 Ｂ 角谷  智三 田中  美鈴 岐阜県 スミヤＳＤＣ
03000255 Ｃ 谷口 雅士 谷口  ひとみ 岐阜県 谷口ＤＳ
03000281 Ｃ 杉村 紀幸 李　志姫 愛知県 Ｎ・Ｓダンス
03000287 Ｂ 佐々木  紳二 高橋　智絵 愛知県 ＤＳＴソワール
03000296 Ｂ 阿南 光正 大塩　恵理 静岡県 ＤＷパレス
03000315 Ｂ 青山 成之 河合　ふみ乃 愛知県 ＤＣアオヤマ
03000320 Ｂ 林  隆文 林  麻里 静岡県 ＤＳハヤシ
03000355 Ｂ 髙橋 朋宏 吉田　由美 静岡県 岡ＤＳ
03000367 Ｂ 風間  紀美重 風間  絵里 富山県 城東ＤＳ
03000387 Ｂ 市村 幸一 市村　有里 石川県 ＤＳＴイチムラ
03000391 Ｂ 出村谷 宜広 出村谷　泉美 愛知県 ロマンＤＳ
03000413 Ｂ 浅野　正幹 浅野　幸枝 愛知県 ＤＳＴソワール
03000417 Ｂ 早川 元規 早川　ちひろ 愛知県 ミツイＤＳ
03000422 Ｂ 谷村 正人 谷村　圭子 富山県 水野ダンス
03000423 Ｂ 古川 浩之 森坂　恵吏 愛知県 ＤＳＴソワール
03000427 Ｂ 伊藤 和哉 伊藤　明香里 愛知県 ＤＳＴソワール
03000442 Ｂ 山崎 雅則 小澤　恵美 愛知県 ＥＧＡＷＡ
03000455 Ｂ 前田 昌成 伊藤 博子 愛知県 近藤ダンス
03000460 Ｂ 寺松 義光 七谷　静佳 石川県 関ダンスＳ
03000465 Ｂ 杉山　賢祐 鶴田　詔子 静岡県 スマイル
03000481 Ｃ 小松  康正 小松　奈美 愛知県 小松ダンス
03000488 Ｂ 高島　広海 舩谷　美帆 愛知県 ミツイＤＳ
03000490 Ｃ 植村　淳史 植村　ひとみ 愛知県 ＡＢＣダンス
03000503 Ｃ 伊藤　暢康 伊藤　友紀 愛知県 ソワール

　　プロ・スタンダード　Ｃ　級 Ｆ 25 　組

登録番号 級 リーダー氏名 パートナー氏名 所属 所属教室 備考

03000045 Ｃ 稲原  孝一 稲原  園子 静岡県 イナハラＤＳ
03000111 Ｃ 大石  昇 大石  雅古 静岡県 浜松ＤＳ
03000119 Ｃ 三浦  篤男 三浦  真紀子 愛知県 マイムＤＳ
03000144 Ｄ 田中   宏児 畑野　牧子 静岡県 ワタナベＤＳ
03000243 Ｃ 吉満  正 寺田　由利 愛知県 アオヤギＤＳ
03000255 Ｃ 谷口 雅士 谷口  ひとみ 岐阜県 谷口ＤＳ
03000281 Ｃ 杉村 紀幸 李　志姫 愛知県 Ｎ・Ｓダンス
03000351 Ｃ 加茂 武 加茂   浩美 福井県 カモタケシＤＳ
03000362 Ｄ 藤井 利彰 長野　晴美 静岡県 ツチヤＤＳ
03000394 Ｃ 野々田  有三 野々田  弥生 岐阜県 アキタトシオＤＳ
03000414 Ｃ 井上 與一郎 井上　真智子 岐阜県 アキタトシオＤＳ
03000437 Ｃ 西尾 孝志 岡野　千尋 愛知県 アオヤギＤＳ
03000438 Ｃ 大橋 研二 大橋　富美恵 岐阜県 オオハシＤＳＴ
03000445 Ｃ 宮田 敬三 原子　和美 愛知県 ＤＳヤマナカ
03000457 Ｃ 八木　裕 深見　ちひろ 静岡県 大石ＤＳ
03000471 Ｄ 北河 龍也 田中  みち子 愛知県 ＤＳヤマナカ
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03000481 Ｃ 小松  康正 小松　奈美 愛知県 小松ダンス
03000482 Ｃ 弘中　航 堀井　佳麻里 石川県 J&K
03000486 Ｃ 大橋　隆平 田中　真理子 愛知県 アオヤギＤＳ
03000490 Ｃ 植村　淳史 植村　ひとみ 愛知県 ＡＢＣダンス
03000494 Ｃ 内山　裕隆 内山　里恵 静岡県 内山太郎DS
03000496 Ｃ 松田　浩一 松田　まゆこ 石川県 Ｊ＆Ｋ
03000498 Ｃ 高田　英明 海原　マリーナ 富山県 高岡ＤＳＴ
03000501 Ｃ 井上　泰伸 長尾　眞理子 愛知県 イノウエ
03000503 Ｃ 伊藤　暢康 伊藤　友紀 愛知県 ソワール

　　プロ・スタンダード　ＤＮ　級 Ｔ 8   組

登録番号 級 リーダー氏名 パートナー氏名 所属 所属教室 備考

03000144 Ｄ 田中   宏児 畑野　牧子 静岡県 ワタナベＤＳ
03000331 Ｄ 山本  勲 山本  季美衣 愛知県 ツゲヨシヒロ
03000362 Ｄ 藤井 利彰 長野　晴美 静岡県 ツチヤＤＳ
03000369 Ｄ 井上  俊明 加藤  佳代子 愛知県 カトレアＤＫ
03000434 Ｎ 竹中　幸治 西川　悦子 愛知県 沢上ムライ
03000444 Ｄ 岡田 学 本多　えりこ 愛知県 アオヤギＤＳ
03000471 Ｄ 北河 龍也 田中  みち子 愛知県 ＤＳヤマナカ
03000478 Ｄ 加藤　有 宮城　康江 愛知県 ヒサムラＤＳ
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