
出場選手名簿

会　場

日　付

受付番号 登録番号 級 リーダー名 パートナー 名 総局 所属支局 所属団体

1 01002095 A 新井　優斗 森　由希 東　部 な　し ＴＷＤ

2 02000206 A 大西　亘 大西　ちかる 北海道 な　し 北海道

3 01002096 A 小林　恒路 赤沼　美帆 東　部 な　し ＶＶＤ

4 01002176 A 金野　哲也 井之口　香織 東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

5 04000524 A 島田　寛隆 村松　明香 西　部 な　し 西部

6 04000540 S 橋本　剛 恩田　恵子 西　部 な　し 西部

7 01002285 A 廣島　悠仁 石渡　ありさ 東　部 な　し ＶＶＤ

8 01001844 A 福田　裕一 エリザベス　グレイ 東　部 な　し ＰｈＤ

9 01002184 A 若代　愼 辰巳　友莉亜 東　部 な　し ＭＷ

幕張イベントホール(幕張メッセ) 全日本セグエ選手権

2023/03/05   【プロ】スタンダード

1 / 15 ページ



出場選手名簿 (2)

会　場

日　付

受付番号 登録番号 級 リーダー名 パートナー 名 総局 所属支局 所属団体

1 01001044 B 大下　修弘 大下　麻理 東　部 な　し ＰｈＤ

2 01001301 B 合馬　靖雄 白石　奈々 東　部 な　し 無所属

3 01001450 A 進藤　博信 坂本　公子 東　部 な　し ＴＷＤ

4 01001552 C 石川　正和 森山　真弓 東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

5 01001575 A 小山　比呂志 榊　美央 東　部 な　し ＳＤ

6 01001598 B 小俣　宏晃 杉谷　絵美 東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

7 01001610 B 寺田　友城 宮脇　理恵 東　部 なし ＰｈＤ

8 01001629 A 瀬底　正太 堀川　真琴 東　部 な　し ＩＢＤ

9 01001645 B 吉川　智 岡本　さと子 東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

10 01001665 C 田口　浩 竹下 由紀子 東　部 な　し ＤＭ

11 01001674 A 新井　健伊稚 新井　由紀子 東　部 な　し ＴＷＤ

12 01001677 B 新井　透 新井　一恵 東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

13 01001708 B 田熊　健太 石田　聖美 東　部 な　し ＤＭ

14 01001726 A 関　琢磨 岩田　明日可 東　部 なし ＰｈＤ

15 01001735 C 大森　一樹 大森　教子 東　部 な　し ＥｘＤ

16 01001736 C 山口　賢二 山口　由紀子 東　部 な　し ＴＷＤ

17 01001779 B 頼実　健吾 頼実　幸絵 東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

18 01001799 B 本多　淳 本多　明子 東　部 な　し ＤＭ

19 01001800 B 寺田　広樹 森川　美穂 東　部 な　し 無所属

20 01001805 B 吉田　豊和 吉田　栄 東　部 な　し ＧＣ

21 01001813 B 岸　はやと 岸　さつき 東　部 な　し ＤＪ

22 01001848 C 阿部　和樹 髙橋　秀子 東　部 な　し ＥｘＤ

23 01001891 B 立石　ケント 稲葉　寿里 東　部 な　し ＤＭ

24 01001892 B 川中子　優 川中子　雅世 東　部 な　し 無所属

25 01001895 B 庄子　悟司 伊藤　泰子 東　部 な　し ＤＭ

26 01001896 C 吉敷　寛人 棚木　陽子 東　部 なし Ｎ・ＤＳ

27 01001925 B 保栄茂　勝己 井上　直子 東　部 な　し ＴＷＤ

28 01001930 A 中島　光一 奥山　智美 東　部 な　し ＭＢＫ

29 01001946 B 田中　直樹 石川　真理子 東　部 な　し ＰｈＤ

30 01001953 B 後藤　洋平 蒲生　智美 東　部 な　し ＶＶＤ

31 01001961 C 山口　功二 藤山　由香利 東　部 なし ＤＭ

32 01001967 A 塩野　龍弥 松野　葵 東　部 な　し ＤＭ

33 01001968 B 梅田　慎太郎 熊井　郁美 東　部 な　し ＨＳＤ

34 01001970 B 日暮　健二 久保田　裕美 東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

35 01001999 C 小林　辰徳 木嶋　洋子 東　部 な　し 無所属

36 01002005 A 須藤　達矢 庄司　まゆ 東　部 な　し ＥｘＤ

37 01002007 B 市川　賢 北岡　真苗 東　部 な　し ＤＪ

38 01002011 B 佐伯　歩人 斉藤　三世 東　部 な　し ＴＷＤ

39 01002021 A 西村　嘉月維 松村　京花 東　部 な　し ＴＷＤ

40 01002022 C 鬼束　剛 原田　摩須美 東　部 な　し ＧＣ

41 01002036 B 十文字　勝 梶山　賀代 東　部 な　し ＭＢＫ

42 01002049 B Zhizhin　Evgeny Zhizhina Viktoria 東　部 な　し ＳＤ

43 01002051 B 足立　裕一 櫻井　優子 東　部 な　し ＳＤ

44 01002054 B 林　智也 田中　裕子 東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

45 01002057 A 寺倉　憲 桜田　泉 東　部 なし ＰｈＤ

46 01002058 B 平賀　淳也 平賀　かおり 東　部 な　し ＩＢＤ

47 01002070 A 平川　賢志 吉住　絵梨奈 東　部 な　し ＰｈＤ

48 01002071 A 高野　正武 吉田　稲美 東　部 な　し ＳＤ

49 01002102 A 高橋　祐貴 的場　永峯 東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

50 01002106 A 相田　和也 川上　舞子 東　部 な　し ＰｈＤ

51 01002124 A 竹内　大夢 中島　由貴 東　部 な　し ＴＷＤ

52 01002127 B 夏見　和彦 日髙　麻衣子 東　部 な　し 無所属
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53 01002128 A 香積　佑樹 坂内　咲織 東　部 な　し ＤＭ

54 01002132 A 佐倉　奈雄斗 松原　優 東　部 な　し ＮＣＤ

55 01002141 B 中村　明生 佐藤　恵子 東　部 な　し ＥｘＤ

56 01002147 C 三信　真樹 佐枝　美歩 東　部 な　し ＤＪ

57 01002159 C 木本　明憲 染川　莉子 東　部 な　し 無所属

58 01002168 A 太田　喜之 宮﨑　茉莉亜 東　部 な　し ＳＤ

59 01002172 B 若松　祐樹 藤澤　翠美花 東　部 な　し ＥｘＤ

60 01002174 B 落合　哲朗 魚谷　えりか 東　部 な　し ＥｘＤ

61 01002179 B 市岡　格 荒牧　佳鈴 東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

62 01002183 A 森田　銀河 小和田　愛子 東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

63 01002185 A 佐藤　航 新田　藍 東　部 な　し ＭＷ

64 01002192 A 岡本　圭祐 塚越　あみ 東　部 な　し ＥｘＤ

65 01002205 A 久野　将也 降旗　友希 東　部 な　し ＭＢＫ

66 01002220 B 佐藤　和亀 工藤　周子 東　部 な　し ＶＶＤ

67 01002227 B 立石　啓 露口　美咲 東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

68 01002228 B 川原田　亮 杉下　苑未 東　部 な　し ＴＷＤ

69 01002235 A 宮本　敦史 杉本　朋子 東　部 なし ＰｈＤ

70 01002236 A 三室　雄司 武藤　慶子 東　部 な　し ＥｘＤ

71 01002237 C 鈴木　隆夫 坂本　真紀 東　部 な　し 無所属

72 01002243 A 髙野　大樹 加藤　奈々 東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

73 01002244 B 早瀬　仁 笹生　稀子 東　部 な　し ＭＢＫ

74 01002245 B 三浦　捷人 安樂城　奈智 東　部 な　し ＧＣ

75 01002247 A 宮内　隼輔 尾崎　沙織 東　部 な　し ＥｘＤ

76 01002257 A 日野　雄樹 天野　友莉香 東　部 な　し ＰｈＤ

77 01002275 C 伊藤　崇行 小澤　良子 東　部 な　し 無所属

78 01002286 A 玉井　征爾 岩澤　桃子 東　部 な　し ＶＶＤ

79 01002288 A 伊藤　光 中川　サリ 東　部 な　し ＥｘＤ

80 01002296 A 山﨑　博道 輿石　美穂 東　部 な　し ＤＭ

81 01002297 B 染谷　修平 佳宮　あい 東　部 な　し ＧＣ

82 01002299 A 岡本　浩輝 佐竹　栞奈 東　部 な　し ＥｘＤ

83 01002305 A 中村　公紀 大塩　香澄 東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

84 01002308 A 野村　直人 山﨑　かりん 東　部 な　し ＴＷＤ

85 01002322 B 安田　充希 日髙　空 東　部 な　し ＧＣ

86 01002323 B 舘　紳也 川合　真桜子 東　部 な　し 無所属

87 01002329 B 瀧澤　昂志 松田　李佳子 東　部 な　し ＥｘＤ

88 01002332 B 佐藤　陽大 山口　玲央奈 東　部 な　し ＶＶＤ

89 01002339 A 関　勇人 長谷川　真希 東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

90 01002349 C 松浦　雅生 坂本　愛花 東　部 な　し 無所属

91 01002355 A 松岡　孝宣 三橋　櫻 東　部 なし ＥｘＤ

92 01002364 B 服部　一眞 牧野　果礼 東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

93 01002372 B 高橋　将貴 髙島　琴乃 東　部 な　し ＴＷＤ

94 01002373 B 澤入　渓太 浜島　あみ 東　部 な　し ＥｘＤ

95 01002376 A 鈴木　勇人 高辻　なつみ 東　部 な　し 無所属

96 01002377 B 永島　啓矢 宮﨑　佑希 東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

97 01002378 B 栁田　一気 松本　純菜 東　部 な　し ＤＭ

98 01002379 D 中島　脩平 渡邉　美寿希 東　部 な　し ＤＭ

99 01002380 C 田沢　拓都 牧野　莉子 東　部 な　し ＴＷＤ

100 01002381 A 八谷　和樹 皆川　円 東　部 な　し ＤＭ

101 01002384 B 松尾 城偉 加藤 萌美 東　部 な　し 無所属

102 01002385 B 大矢　健太 寿　涼雅 東　部 な　し ＴＷＤ

103 01002387 B 彦坂 優太 髙橋　未来 東　部 な　し ＭＷ

104 01002390 B 澤田　勇 高見　柚季 東　部 な　し 無所属
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105 01002391 D 西山　敏樹 佐藤　美樹 東　部 な　し 無所属

106 01002392 D 本田　勇翔 鮫島　明日美 東　部 な　し ＥｘＤ

107 01002393 C 佐藤　洋哉 中村　怜 東　部 な　し 無所属

108 02000162 B 佐藤　圭介 品田　冴 北海道 な　し 北海道

109 02000167 A 近藤　勇一 小林　恵理 北海道 な　し 北海道

110 02000191 B 石橋　俊明 澁谷　直美 北海道 な　し 北海道

111 02000209 A 西村　郁亮 大友　祐美 北海道 な　し 北海道

112 02000212 A 広川　悠利 広川　香織 北海道 な　し 北海道

113 02000214 B 土屋　崇紀 本間　佳麗 北海道 な　し 北海道

114 03000287 A 佐々木　紳二 高橋　智絵 中　部 な　し 中部

115 03000316 A 松浦　真吾 海原　マリーナ 中　部 な　し 中部

116 03000320 A 林　隆文 林　麻里 中　部 な　し 中部

117 03000372 A 黒野　朝洋 山田　佳奈 中　部 な　し 中部

118 03000403 A 鬼頭　孝幸 山田　奈央子 中　部 な　し 中部

119 03000417 A 早川　元規 早川　ちひろ 中　部 な　し 中部

120 03000457 A 八木　裕 深見　ちひろ 中　部 な　し 中部

121 03000482 A 弘中　航 弘中　佳麻里 中　部 なし 中部

122 03000498 A 高田　英明 廣瀬　アリョーナ 中　部 な　し 中部

123 03000510 A 齋藤　健斗 小川　佳苗 中　部 な　し 中部

124 03000513 A 澤井　優也 丸野　詩織 中　部 な　し 中部

125 03000515 A 田川　貴一 安東　ニシャ 中　部 な　し 中部

126 03000517 A 青山　智之 岩瀬　麻衣子 中　部 な　し 中部

127 03000527 A 松下　学 伊熊　詩織 中　部 な　し 中部

128 04000342 A 松田　容典 松田　仁美 西　部 な　し 西部

129 04000423 B 山先　充芳 武田　佳子 西　部 な　し 西部

130 04000463 B 宇治　鉄平 芦田　佳代子 西　部 な　し 西部

131 04000527 B 奥村　昌克 青木　千紗 西　部 な　し 西部

132 04000532 A 中村　耕 笠矢　ありさ 西　部 な　し 西部

133 04000544 A 山口　隆久 上杉　真由 西　部 なし 西部

134 04000550 A 櫛田　隆広 大田　紗佑里 西　部 な　し 西部

135 04000558 B 園原　正和 谷　千恵美 西　部 なし 西部

136 04000565 B 林　秀明 岡田　有代 西　部 な　し 西部

137 04000578 A 丸山　大樹 福本　ともえ 西　部 なし 西部

138 04000596 A 土川　耕平 河端　恵利子 西　部 な　し 西部

139 04000617 A 菅　大輔 奥村　ケイト 西　部 なし 西部

140 04000619 B 藤原　健太 桑原　由佳 西　部 な　し 西部

141 04000631 A 堂谷　勇介 堂谷　悦子 西　部 な　し 西部

142 04000633 B 藪下　恭輔 鈴木 万紀子 西　部 な　し 西部

143 04000647 A 正谷　恒揮 齋藤　愛 西　部 な　し 西部

144 04000663 A 大鐘　雅士 岩本　沙稀 西　部 なし 西部

145 04000691 A 正谷　幸久 堀井　桜 西　部 な　し 西部

146 04000714 B 大橋　耕次郎 伊藤　桃花 西　部 な　し 西部

147 04000737 A 魚谷 征義 宮島 愛 西　部 な　し 西部

148 04000738 A 三上 哲史 Jasmiya 西　部 な　し 西部

149 04000740 C 岩本 喜治 福本 その子 西　部 なし 西部

150 04000745 B 川東 慎太郎 榮岩 茉莉那 西　部 なし 無所属

151 04000748 B Sergey Volkov 西山　さくら 西　部 なし 西部

152 05000063 A 佐藤　文紀 佐藤　裕子 九　州 な　し 九州

153 05000367 B 川村　祐太 西村　文花 九　州 な　し 九州

154 05001101 B 足川　拓也 三反田　麻依 九　州 な　し 九州

155 05001103 B 細川　淳也 木野　愛弓 九　州 なし 九州

156 05006025 A 伊藤　星海 荒岡　真澄 九　州 な　し 九州
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157 05006033 A 外村　秀夫 外村　早苗 九　州 な　し 九州

158 06000020 A 遠藤　健一郎 笹　彩子 他機関 なし ＪＣＦ

159 06000023 A 太田　洵司 ナタリヤ 他機関 なし ＪＣＦ

160 06000036 A 中川　真仁 まりね 他機関 なし ＪＣＦ

161 06000081 A 山本　千博 大吉　優華 他機関 なし ＪＣＦ

162 06000095 A Ｆｌａｖｉｏ　Ｎｕｎｅｓ 安齋　美紀 他機関 なし ＪＣＦ

163 06000096 A 橋本　聡太 大山　真莉乃 他機関 なし ＪＣＦ

164 06000109 A 加藤　裕哉 小川　舞子 他機関 なし ＪＣＦ
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1 01000476 C 田原　千家司 田原　令子 東　部 な　し ＥｘＤ

2 01000971 C 小俣　武美 小俣　美恵子 東　部 な　し 無所属

3 01000980 C 中島　修 松浦　照海 東　部 な　し ＤＪ

4 01001134 C 和　秀人 和　弘子 東　部 な　し 無所属

5 01001211 C 森口　薫 森口　悦子 東　部 なし 無所属

6 01001299 C 仲山　慶司 朽木　珠美 東　部 な　し ＤＳ

7 01001315 C 石原　吉皓 橋本　珠里 東　部 な　し ＭＷ

8 01001316 C 土屋　太祐 渡邊　純世 東　部 な　し ＨＳＤ

9 01001458 C 三藤　真之 大曽根　佳世 東　部 な　し ＥｘＤ

10 01001537 C 管野　榮 管野　恵子 東　部 な　し ＥｘＤ

11 01001552 C 石川　正和 森山　真弓 東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

12 01001570 D 永井　優司 前原　のり子 東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

13 01001611 C 関　厚志 藤田　洋美 東　部 な　し ＭＷ

14 01001652 C 村上　友樹 尾﨑　沙織 東　部 な　し ＧＣ

15 01001665 C 田口　浩 竹下 由紀子 東　部 な　し ＤＭ

16 01001734 C 川崎　美嗣 千村　彩花 東　部 な　し ＰｈＤ

17 01001735 C 大森　一樹 大森　教子 東　部 な　し ＥｘＤ

18 01001736 C 山口　賢二 山口　由紀子 東　部 な　し ＴＷＤ

19 01001762 C 奥野　正嗣 大桃　ゆきの 東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

20 01001770 D 茅野　博行 茅野　仁美 東　部 な　し ＮＣＤ

21 01001790 C 松本　恒裕 青木　美穂 東　部 な　し ＩＢＤ

22 01001814 C 髙橋　佑介 蠣﨑　マリア 東　部 な　し ＴＷＤ

23 01001848 C 阿部　和樹 髙橋　秀子 東　部 な　し ＥｘＤ

24 01001853 C 鶴野　敏 大野　宜子 東　部 な　し 無所属

25 01001868 C 渡邉　暁 渡邉　杏樹 東　部 な　し ＥｘＤ

26 01001896 C 吉敷　寛人 棚木　陽子 東　部 なし Ｎ・ＤＳ

27 01001915 C 菊池 瑛哲 白石　和美 東　部 な　し ＴＷＤ

28 01001961 C 山口　功二 藤山　由香利 東　部 なし ＤＭ

29 01001999 C 小林　辰徳 木嶋　洋子 東　部 な　し 無所属

30 01002022 C 鬼束　剛 原田　摩須美 東　部 な　し ＧＣ

31 01002072 C 渡邉　朋典 渡邉　由加里 東　部 な　し ＨＳＤ

32 01002076 C 田那村　隆之 森　楓 東　部 な　し ＮＣＤ

33 01002147 C 三信　真樹 佐枝　美歩 東　部 な　し ＤＪ

34 01002159 C 木本　明憲 染川　莉子 東　部 な　し 無所属

35 01002161 C 松倉　尚仁 渡部　真喜子 東　部 な　し ＶＶＤ

36 01002230 C 廣實　はかる 廣實　美砂 東　部 な　し ＤＪ

37 01002233 D 玉樹　優 関口 めぐみ 東　部 な　し 無所属

38 01002234 C 板谷　貴 板谷　純江 東　部 な　し ＥｘＤ

39 01002237 C 鈴木　隆夫 坂本　真紀 東　部 な　し 無所属

40 01002248 C 田原　真彦 馬渕　舞 東　部 な　し ＥｘＤ

41 01002251 D 渡辺　裕之 佐々木　真穂 東　部 な　し 無所属

42 01002264 C 蒲生　将史 比嘉　那美 東　部 な　し ＭＷ

43 01002273 D 北之坊　太郎 藤原　佳穂里 東　部 な　し ＳＤ

44 01002275 C 伊藤　崇行 小澤　良子 東　部 な　し 無所属

45 01002287 C 渡辺　貴登 渡辺　イコナ 東　部 なし 無所属

46 01002311 D 玉木　大介 新井 汐里 東　部 な　し ＨＳＤ

47 01002333 C 古川　利幸 栗原　桃子 東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

48 01002337 C 森　政治 森　美絵 東　部 な　し 無所属

49 01002349 C 松浦　雅生 坂本　愛花 東　部 な　し 無所属

50 01002360 D 村松　大路 武藤　ひとみ 東　部 な　し 無所属

51 01002379 D 中島　脩平 渡邉　美寿希 東　部 な　し ＤＭ

52 01002380 C 田沢　拓都 牧野　莉子 東　部 な　し ＴＷＤ

幕張イベントホール(幕張メッセ) ライジングスターダンス競技会

2023/03/05   【プロ】ラテンアメリカン
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出場選手名簿 (3)

会　場

日　付

受付番号 登録番号 級 リーダー名 パートナー 名 総局 所属支局 所属団体

幕張イベントホール(幕張メッセ) ライジングスターダンス競技会

2023/03/05   【プロ】ラテンアメリカン

53 01002388 C 森田　祐介 畠山　遥 東　部 な　し 無所属

54 01002391 D 西山　敏樹 佐藤　美樹 東　部 な　し 無所属

55 01002392 D 本田　勇翔 鮫島　明日美 東　部 な　し ＥｘＤ

56 01002393 C 佐藤　洋哉 中村　怜 東　部 な　し 無所属

57 03000529 C 荻野　功太郎 荻野　侑子 中　部 なし 中部

58 04000503 C 城　将章 長﨑　真依 西　部 な　し 西部

59 04000583 C 菊地　隆文 塚本　莉帆 西　部 な　し 西部

60 04000747 D 新屋　秀和 滝川　絵理 西　部 なし 西部

61 04000749 D 松尾　樹 野中　友梨 西　部 なし 西部

62 05006154 C 中原 紳吾 廣江　みなみ 九　州 なし 九州
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出場選手名簿 (4)

会　場

日　付

受付番号 登録番号 級 リーダー名 パートナー 名 総局 所属支局 所属団体

1 末永　一真 浅井 美薫 学連選抜

2 盛合 慶伍 古屋 妃奈子 学連選抜

3 村尾 拓海 多賀谷 麻由 学連選抜

4 渡瀬 尚貴 坂口 しずく 学連選抜

5 堀　昌洋 伊藤　成海 学連選抜

6 伊藤　秀真 古池 茉耶 学連選抜

7 三好　晴介 俣木　すず 学連選抜

8 竹内　嘉崇 奥本　愛菜 学連選抜

9 雨宮 千大 会沢 碧亜 学連選抜

10 伊藤 圭佑 足立 緋彩 学連選抜

11 荻野 新 野々口 舞 学連選抜

12 村田　涼輔 中溝　窓日 学連選抜

13 倉科 翼 府録 明河 学連選抜

14 岩﨑 大翔 山本 琴菜 学連選抜

15 伏谷 亮弥 大澤 栞 学連選抜

16 11040233 C 加藤　勝幸 加藤　咲 東　部 宮城県 無所属

17 11040537 C 佐燈　陽 松尾　貴保 東　部 宮城県 無所属

18 11040659 A 水野　康介 下村　貴子 東　部 千葉県 無所属

19 11050314 B 平山　拓杜 棟方　舞 東　部 秋田県 無所属

20 11060136 A 木村　孝太 木村　千花 東　部 東京都 無所属

21 11097332 C 大島　祐一 岡村　智子 東　部 埼玉県 無所属

22 11097342 B 小佐野　太希 野村　理紗 東　部 栃木県 無所属

23 11097352 A 五月女　光政 五月女　叡佳 東　部 栃木県 無所属

24 11107491 B 茂呂　駿舞 今村　朱里 東　部 群馬県 無所属

25 11117612 A 加地　渉 今橋　紗希 東　部 埼玉県 無所属

26 11117712 A 大熊　海渡 蓮田　陽香 東　部 東京都 無所属

27 11117759 A 澤井　拓 中島　陽佳 東　部 東京都 無所属

28 11127504 A 大嶋　隆義 秋吉　花音 東　部 千葉県 無所属

29 11127526 A 高原　範之 臼杵　綾夏 東　部 東京都 無所属

30 11127619 A 飯沼　孟大 馬場　えりな 東　部 東京都 無所属

31 11127620 B 高橋　海 榮岩　由莉那 東　部 千葉県 無所属

32 11127621 B 谷川　祥太 日野　藍 東　部 東京都 無所属

33 11127630 B 円子　成和 髙橋　沙弥華 東　部 千葉県 無所属

34 11137023 A 石田　茂之 矢野　美帆子 東　部 埼玉県 Ｎ・ＤＳ

35 11137282 C 木竜　重信 安居院　徳子 東　部 新潟県 無所属

36 11137419 C 阪田　一磨 植木　絵美子 東　部 東京都 無所属

37 11137453 A 熊谷　光晃 粕尾　明日香 東　部 神奈川県 無所属

38 11137532 A 綾野　晃志郎 長澤　穂乃花 東　部 東京都 無所属

39 萩原　匠 松﨑　梨子 学連選抜

40 11137580 A 佐藤　祐馬 久保田　理沙 東　部 東京都 無所属

41 11137604 B 浜田　宣明 坂田　みどり 東　部 埼玉県 無所属

42 11137655 B 高橋　駿 原　亜由 東　部 東京都 無所属

43 11137673 A 岩﨑　将之 中山　絵里加 東　部 東京都 無所属

44 11137683 A 湯澤　夏樹 湯澤　珠里 東　部 茨城県 無所属

45 11137773 B 安達　遥一 安達　夏海 東　部 東京都 無所属

46 11137784 B 吉田　千智 河邊　真緒 東　部 東京都 無所属

47 11137837 A 八重田　裕也 坂本　文音 東　部 東京都 無所属

48 11137838 C 中村　エドワード　漸 中村　エリザベス　永理 東　部 東京都 無所属

49 11137843 B 佐藤 力也 髙坂 真夏 東　部 東京都 無所属

50 11137846 B 尾石 和弥 尾石 里奈 東　部 東京都 無所属

51 11137849 B 逸見 純司 伊藤 萌 東　部 東京都 無所属

52 11137856 B 廣瀬 裕貴 安田 彩乃 東　部 東京都 無所属

幕張イベントホール(幕張メッセ) 全日本選抜ダンス選手権

2023/03/05   【アマ】スタンダード
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出場選手名簿 (4)

会　場

日　付

受付番号 登録番号 級 リーダー名 パートナー 名 総局 所属支局 所属団体

幕張イベントホール(幕張メッセ) 全日本選抜ダンス選手権

2023/03/05   【アマ】スタンダード

53 11137869 B 志冨　優 岩井　咲里華 東　部 東京都 無所属

54 11137871 C 奥脇　勝彦 岡嵜　藍 東　部 東京都 無所属

55 11137876 C 小田　悠貴 山本　登紀子 東　部 東京都 無所属

56 11147241 A 藤森　春樹 金山　咲月 東　部 神奈川県 無所属

57 11147322 A 河内　亮磨 松下　梨花子 東　部 東京都 無所属

58 11147349 B 米積　雄大 和田　みさり 東　部 神奈川県 無所属

59 11147381 B 小野　純一 福原　弘恵 東　部 神奈川県 無所属

60 11147398 A 本間　貴人 鈴木　舞 東　部 東京都 無所属

61 11147416 B 倉科　翔 伊藤　梨乃 東　部 神奈川県 無所属

62 11147425 A 井川　毅 小斉平　ひな 東　部 神奈川県 無所属

63 11147429 C 外村　温仁 田中　夏希 東　部 神奈川県 無所属

64 11147430 D 杉山　大悟 山下　真奈 東　部 神奈川県 無所属

65 11147434 B 池田 剛 林 みずき 東　部 神奈川県 無所属

66 11157404 D 山内　藍 安藤　史夏 東　部 新潟県 学　連

67 12000704 A 大木　大樹 大木　風香 北海道 な　し 北海道

68 12000800 A 志比　悠煕 志比　菜々子 北海道 な　し 北海道

69 12000878 A 太田　歩生 松本　京佳 北海道 な　し 北海道

70 12000992 B 橋本　陸 伊藤　早紀 北海道 な　し 北海道

71 12000993 A 中村　圭佑 山地　まりの 北海道 な　し 北海道

72 12001009 A 塚田　穣太 坂口　萌香 北海道 な　し 北海道

73 12001010 A 柴野　草大 川島　カレン 北海道 な　し 北海道

74 12001027 D 中島　瑠大 岡田　愛彩 北海道 な　し 無所属

75 13003820 A 木谷　友紀 柏倉　絵里沙 中　部 な　し 中部

76 13004038 A 野口　忠輝 須崎　美貴子 中　部 な　し 中部

77 13004087 A 相良　悠伍 山口　ひかり 中　部 な　し 中部

78 13004114 A 小林　寛康 林　由佳 中　部 な　し 中部

79 13004120 A 山本　壮真 三喜　真梨菜 中　部 な　し 中部

80 13004121 A 滝川　貴之 滝川　綾乃 中　部 な　し 中部

81 13004208 A 山下　遥聖 山下　実彩妃 中　部 な　し 西部

82 13004222 A 鈴木　颯斗 栗田　菜月 中　部 な　し 西部

83 14005813 A 和田　匡生 和田　由貴 西　部 な　し 西部

84 14005866 D 足立　陽貴 足立　心優 西　部 京都府 無所属

85 14005911 A 津田　琥汰朗 津田　マリア 西　部 な　し 無所属

86 14005915 A 田中　高輝 竜口　七彩 西　部 な　し 西部
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出場選手名簿 (5)

会　場

日　付

受付番号 登録番号 級 リーダー名 パートナー 名 総局 所属支局 所属団体

1 11030268 C 高橋　誠一 鎌田　保子 東　部 宮城県 無所属

2 11040233 C 加藤　勝幸 加藤　咲 東　部 宮城県 無所属

3 11040435 C 秋葉　康弘 米山　美保 東　部 東京都 無所属

4 11040473 C 阿部　紀也 阿部　典子 東　部 宮城県 無所属

5 11040534 C 門脇　泰 小沼　美智子 東　部 宮城県 無所属

6 11040537 C 佐燈　陽 松尾　貴保 東　部 宮城県 無所属

7 11040606 C 村山　光彦 村山　茂子 東　部 宮城県 無所属

8 11045313 C 南舘　盛雄 金野　有希子 東　部 宮城県 無所属

9 11045685 C 笹渕　陽 笹渕　美登利 東　部 宮城県 無所属

10 11055712 C 越前　亨 町田　さつき 東　部 東京都 無所属

11 11071711 C 中島　栄英 山中 梨華 東　部 福島県 無所属

12 11087212 C 黒田　宏夫 黒田　建子 東　部 茨城県 無所属

13 11087312 C 中村　猛 中村　典子 東　部 茨城県 無所属

14 11087350 C 柴田　俊男 天野　貴美子 東　部 茨城県 無所属

15 11087411 C 高砂　光雄 稲垣　理絵 東　部 茨城県 無所属

16 11090781 C 金田　松一郎 石川　芳江 東　部 栃木県 無所属

17 11093060 C 青柳　新一 川俣　孝子 東　部 栃木県 無所属

18 11097045 C 栗林　秀哉 片岡　純子 東　部 千葉県 無所属

19 11097332 C 大島　祐一 岡村　智子 東　部 埼玉県 無所属

20 11111996 C 亀田　忞 亀田　はつ美 東　部 埼玉県 無所属

21 11113409 C 西井　久雄 橋本　正子 東　部 埼玉県 無所属

22 11113428 C 篠原　美紀雄 上田　京子 東　部 埼玉県 無所属

23 11115637 D 斉藤　忠雄 梶間　静江 東　部 埼玉県 無所属

24 11116196 C 山崎　芳孝 川村　和江 東　部 埼玉県 無所属

25 11116228 C 小熊　保夫 会田　方子 東　部 埼玉県 無所属

26 11117131 C 村田　吉生 高橋　由美子 東　部 埼玉県 無所属

27 11117218 C 田辺　清美 川合　由枝 東　部 埼玉県 ＭＷ

28 11117380 C 野呂　健 野呂　由美子 東　部 埼玉県 無所属

29 11117412 C 入部　兼太郎 小林　美智子 東　部 埼玉県 無所属

30 11117504 C 大塚　正雄 青山　玲子 東　部 埼玉県 無所属

31 11117516 C 髙柳　正彦 安井　美佳 東　部 埼玉県 無所属

32 11117649 D 清水　博一 佐竹　りえ 東　部 埼玉県 無所属

33 11117679 C 岡野　次男 本村　優子 東　部 埼玉県 無所属

34 11117726 C 山口　英機 白石　純子 東　部 埼玉県 無所属

35 11117761 E 松葉　正文 加賀美　良子 東　部 埼玉県 無所属

36 11117766 C 吉野　新一郎 吉野　久美子 東　部 埼玉県 無所属

37 11117778 C 藤山　大輔 板橋　利紗 東　部 埼玉県 無所属

38 11117786 E 北島 翔 北島 杏奈 東　部 埼玉県 無所属

39 11117792 C 長屋　岳志 長屋　里美 東　部 埼玉県 無所属

40 11120849 D 古山　正三 桃井　道子 東　部 千葉県 無所属

41 11121297 C 依田　泰則 邨田　ひろ子 東　部 千葉県 無所属

42 11121876 C 佐久間　喜義 安藤　順子 東　部 千葉県 無所属

43 11122706 C 谷内　正博 加藤　雅子 東　部 千葉県 無所属

44 11122772 C 村田　寿彦 村田　裕子 東　部 千葉県 無所属

45 11122845 C 高橋　達人 栃本　真弓 東　部 千葉県 無所属

46 11123817 C 木村　新緑 鈴木　康子 東　部 千葉県 無所属

47 11123883 C 大越　義光 星野　茂美 東　部 東京都 ＭＷ

48 11124078 C 増田　和美 古宮　淑子 東　部 千葉県 無所属

49 11125490 C 髙橋　博光 髙橋　郁子 東　部 千葉県 無所属

50 11125601 C 藤崎　正夫 干場　理英 東　部 千葉県 無所属

51 11125928 C 田村　隆 石川　政子 東　部 千葉県 無所属

52 11126098 C 岩間　貞夫 小澤　明子 東　部 千葉県 無所属

幕張イベントホール(幕張メッセ) ライジングスターダンス競技会

2023/03/05   【アマ】スタンダード
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53 11126273 C 真田　芳行 吉澤　みよ子 東　部 千葉県 無所属

54 11126626 C 長谷川　政 長谷川　みち子 東　部 千葉県 無所属

55 11127243 C 清河　延宏 岡村　千恵 東　部 千葉県 無所属

56 11127309 C 安達　忠史 渡辺　理恵 東　部 千葉県 無所属

57 11127360 C 後藤　誠一 今井　まゆみ 東　部 千葉県 無所属

58 11127367 C 石井　雅章 大渕　裕子 東　部 千葉県 無所属

59 11127420 C 斉藤　昭夫 斉藤　妙子 東　部 千葉県 無所属

60 11127427 C 手賀　滋 久保添　宜子 東　部 千葉県 無所属

61 11127430 D 山﨑　和良 唐　梅華 東　部 千葉県 無所属

62 11127539 C 沢木　一也 田中　百合子 東　部 千葉県 無所属

63 11127542 C 横尾　智司 田坂 桂子 東　部 千葉県 無所属

64 11127546 D 齋藤　明 齋藤　章代 東　部 千葉県 無所属

65 11127551 C 髙橋　慶二 波多野　ゆき枝 東　部 千葉県 無所属

66 11127561 C 田中　直司 田中　眞由美 東　部 千葉県 無所属

67 11127615 D 伊藤　夢 齋藤　直美 東　部 千葉県 無所属

68 11127629 D 佃　幸和 島田　和与 東　部 千葉県 無所属

69 11127637 E 渡邉　悠太 片岡　まりの 東　部 千葉県 無所属

70 11132495 C 江口　正 藤原　恵美子 東　部 東京都 ＥｘＤ

71 11133151 C 小幡　宜範 小幡　まさ枝 東　部 東京都 無所属

72 11133163 C 鈴木　弘一 相京　喜代子 東　部 東京都 ＭＷ

73 11133382 C 福原　保男 福原　逸子 東　部 東京都 ＭＷ

74 11133408 C 斎藤　久雄 斎藤　きみ江 東　部 東京都 無所属

75 11133641 C 小林　源次 千葉　成子 東　部 東京都 無所属

76 11133755 D 後藤　秀朋 後藤　和子 東　部 東京都 ＭＷ

77 11134449 C 斉川　勝 斉川　貴恵 東　部 東京都 ＭＷ

78 11134482 C 吉岡　稔 吉岡　奈智子 東　部 東京都 無所属

79 11135067 C 駒村　雅仁 高橋　則子 東　部 東京都 無所属

80 11135808 C 瀬尾　真一 瀬尾　三奈子 東　部 東京都 無所属

81 11135833 C 清水　久道 野山　英子 東　部 東京都 無所属

82 11136053 D 井上　敏明 井上　菜穂子 東　部 東京都 無所属

83 11136186 C 桜井　日出男 小島　千恵 東　部 東京都 無所属

84 11136235 C 小川　晴男 小川　きみ代 東　部 東京都 ＭＷ

85 11136335 C 村山　隆英 吉川　恵美 東　部 東京都 無所属

86 11136515 D 熊谷　善徳 熊谷　美知子 東　部 東京都 無所属

87 11136924 C 向山　辰夫 向山　ちほ 東　部 東京都 ＭＷ

88 11137048 C 西尾　治一 西尾　聖子 東　部 東京都 無所属

89 11137093 C 安澤　武彦 堀　慶子 東　部 東京都 無所属

90 11137174 C 武島　進 大場 美和子 東　部 東京都 無所属

91 11137179 C 柳　賢治 小平　佳代 東　部 東京都 無所属

92 11137282 C 木竜　重信 安居院　徳子 東　部 新潟県 無所属

93 11137333 C 清水　弘隆 陶山　美穂 東　部 東京都 無所属

94 11137375 C 槙田　和哉 海老根　実千代 東　部 東京都 無所属

95 11137419 C 阪田　一磨 植木　絵美子 東　部 東京都 無所属

96 11137556 C 滝下　司 大城　小住萌 東　部 東京都 無所属

97 11137565 C 板谷　裕志 鳥居　智重子 東　部 東京都 無所属

98 11137583 C 大西　哲史 大西　なつ 東　部 東京都 無所属

99 11137650 C 佐野　守 大橋　文子 東　部 東京都 無所属

100 11137696 C 金子　健太郎 勝元　一美 東　部 東京都 無所属

101 11137734 C 田中　伸一 田中　里惠子 東　部 東京都 無所属

102 11137741 C 中村　能基 佐藤　香織 東　部 東京都 無所属

103 11137744 C 森　康次 星野　すみれ 東　部 東京都 無所属

104 11137790 C 飯島　章裕 青木　那奈 東　部 東京都 無所属
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105 11137806 C 大前　恵一朗 大前　智子 東　部 東京都 無所属

106 11137838 C 中村　エドワード　漸 中村　エリザベス　永理 東　部 東京都 無所属

107 11137839 C 廣田　徹志 武居　優希 東　部 東京都 無所属

108 11137845 E 遠藤 顕広 高橋 奈津美 東　部 東京都 無所属

109 11137859 C 田中 貴裕 井上 綾 東　部 東京都 無所属

110 11137862 C 笛木 怜 松田 菜子 東　部 東京都 無所属

111 11137871 C 奥脇　勝彦 岡嵜　藍 東　部 東京都 無所属

112 11137875 D 柏岡　徹 植村　香苗 東　部 東京都 無所属

113 11137876 C 小田　悠貴 山本　登紀子 東　部 東京都 無所属

114 11137877 C 清島　拓真 山本　亜優 東　部 東京都 無所属

115 11137880 E 中谷　優太 荘司　后穂 東　部 東京都 無所属

116 11137882 E 吉村　幸多 小林　華子 東　部 東京都 無所属

117 11137883 E 小河原　彰純 岩永　秀美 東　部 東京都 無所属

118 11137888 E 永浜　英一郎 青山　千佳 東　部 東京都 無所属

119 11141987 C 澄川　利雄 末吉　典子 東　部 神奈川県 無所属

120 11142756 C 古川　信俊 郷戸　悦子 東　部 神奈川県 無所属

121 11143083 C 井口　正敏 福地　すみ江 東　部 神奈川県 無所属

122 11143681 C 小俣　徳夫 川島　杏奈 東　部 神奈川県 無所属

123 11143880 C 白戸　隆雄 織田　ちえ子 東　部 東京都 無所属

124 11144028 C 須藤　英一 森川　美那子 東　部 埼玉県 無所属

125 11147052 C 小林　美紀 小嶋　まさ江 東　部 神奈川県 無所属

126 11147161 C 小林　孝雄 小林　初美 東　部 神奈川県 無所属

127 11147188 C 黒須　幸雄 黒須　典子 東　部 神奈川県 無所属

128 11147204 C 小林　敏夫 高橋　史子 東　部 神奈川県 無所属

129 11147232 C 蛯名　毅 石多　慶子 東　部 神奈川県 無所属

130 11147302 C 根本　浩由 蛯谷　恵美子 東　部 神奈川県 無所属

131 11147314 C 佐々木　裕一 下井田　裕子 東　部 神奈川県 無所属

132 11147327 E 大坪　竜也 尾身　菜月 東　部 神奈川県 無所属

133 11147419 E 佐藤　健人 廣野　莉早 東　部 神奈川県 無所属

134 11147430 D 杉山　大悟 山下　真奈 東　部 神奈川県 無所属

135 11147440 C 武内　研聖 降旗　沙季 東　部 神奈川県 無所属

136 11147441 C 吉田　隆晃 宍戸　亜衣 東　部 神奈川県 無所属

137 11157231 C 吉田　一雄 柳田　睿子 東　部 新潟県 無所属

138 11157314 D 佐藤　浩明 二谷　美和 東　部 宮城県 無所属

139 11197046 C 望月　博 野口　千香 東　部 山梨県 無所属

140 11205994 C 宮原　友和 宮原　良子 東　部 長野県 無所属

141 11207100 C 佐々木　茂男 土屋　明枝 東　部 長野県 無所属

142 11207209 E 向山　翔矢 馬場 梨紗子 東　部 長野県 無所属

143 12000702 C 内藤　雄介 秋松 ひとみ 北海道 な　し 北海道

144 12001027 D 中島　瑠大 岡田　愛彩 北海道 な　し 無所属

145 12001031 C 竹内　嘉崇 奥本　愛菜 北海道 な　し 北海道

146 12001032 C 三好　晴介 俣木　すず 北海道 な　し 北海道

147 12001033 C 村田　涼輔 中溝　窓日 北海道 な　し 北海道

148 13003217 C 遠山　則行 遠山　貴子 中　部 な　し 中部

149 13004204 C 門嶋　穂高 橋本　茉夕 中　部 な　し 中部

150 14005469 C 河村　憲男 中村　清子 西　部 な　し 西部

151 14005866 D 足立　陽貴 足立　心優 西　部 京都府 無所属

152 14005910 C 伊達　楓真 嶋田　虹花 西　部 な　し 西部
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1 足立　拓海 打越　聖愛 未登録

2 足立　博海 黒嶋　ひなの 未登録

3 加藤　正宗 安齋　佳恵 未登録

4 伊達　楓真 嶋田　虹花 未登録

5 小宮　康平 勝木　里桜 未登録

6 佐々木　侑平 朴　美静 未登録

7 田中　雄吾 金子　すず 未登録

8 藤枝　大河 宮澤　めぐ 未登録

9 外村　温仁 田中　夏希 未登録

10 茂呂　駿舞 今村　朱里 未登録

11 檜山　修宇都 石井　花音 未登録

12 劉　超 横溝　嘉名 未登録

13 鈴木　伶音 渡辺　華凛 未登録

幕張イベントホール(幕張メッセ) ジュニアダンス競技会

2023/03/05   ［ジュニア］スタンダード
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会　場

日　付

受付番号 登録番号 級 リーダー名 パートナー 名 総局 所属支局 所属団体

1 黒嶋　将聖 宮田　柚子香 未登録

2 高井　隆之介 芦川　友稀 未登録

3 佐々木　知範 長谷川　千秋 未登録

4 鈴木　海璃 寺本　ゆう 未登録

5 足立　博海 吉村　城音 未登録

6 児山　遥都 金子　葵 未登録

7 齋藤　福人 竹下　暖乃 未登録

8 坂口　仁 坂口　琥百合 未登録

9 國友　奏威 安齋　実希 未登録

10 藤枝　修也 林　日和 未登録

11 下園　一心 下園　カノ 未登録

12 金子　祐大 関根　乙央 未登録

13 高砂　和永 西　紗楽 未登録

14 吉岡　裕太 加藤　向葵 未登録

15 福原　聖太 朴　美静 未登録

16 中小路　勇真 中小路　美咲 未登録

17 斉藤　有音 柴田　莉奈 未登録

18 斉藤　凪音 李　徐琬 未登録

幕張イベントホール(幕張メッセ) ジュブナイルダンス競技会

2023/03/05   ［ジュブナイル］ラテンアメリカン
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会　場

日　付

受付番号 登録番号 級 リーダー名 パートナー 名 総局 所属支局 所属団体

1 11070189 A 渡部　博綱 渡部　喜美枝 東　部 福島県 無所属

2 11072320 B 熊谷　義昭 熊谷　正子 東　部 福島県 無所属

3 11074973 C 折笠　正明 早川　しのぶ 東　部 福島県 無所属

4 11087350 C 柴田　俊男 天野　貴美子 東　部 茨城県 無所属

5 11087415 B 馬場　政広 馬場　加代子 東　部 茨城県 無所属

6 11090781 B 金田　松一郎 石川　芳江 東　部 栃木県 無所属

7 11127157 A 石山　誠 石山　直子 東　部 千葉県 無所属

8 11127243 B 清河　延宏 岡村　千恵 東　部 千葉県 無所属

9 11127601 A 柏木　芳則 柏木　絵美 東　部 千葉県 無所属

10 11127609 B 冬野　英和 冬野　朋子 東　部 千葉県 無所属

11 11134130 A 大嶽　達 大嶽　洋子 東　部 東京都 無所属

12 11136335 A 村山　隆英 吉川　恵美 東　部 東京都 無所属

13 11136807 B 中村　勝則 中村　真惠美 東　部 東京都 無所属

14 11137048 A 西尾　治一 西尾　聖子 東　部 東京都 無所属

15 11137093 C 安澤　武彦 堀　慶子 東　部 東京都 無所属

16 11137333 A 清水　弘隆 陶山　美穂 東　部 東京都 無所属

17 11137450 A 山田　雅人 山田　倫世 東　部 東京都 無所属

18 11137513 A 長谷川　定 北條　留加 東　部 東京都 無所属

19 11137767 A 千葉　慎太郎 吉岡　由美恵 東　部 東京都 無所属

20 11137806 A 大前　恵一朗 大前　智子 東　部 東京都 無所属

21 11143083 A 井口　正敏 福地　すみ江 東　部 神奈川県 無所属

22 11147188 C 黒須　幸雄 黒須　典子 東　部 神奈川県 無所属

23 11147276 A 村内　洋平 村内　智子 東　部 神奈川県 無所属

24 11153106 B 石川　誠一 石川　美智子 東　部 新潟県 無所属

25 11157064 A 小池　越路 笹口　由香利 東　部 新潟県 無所属

26 11157314 D 佐藤　浩明 二谷　美和 東　部 宮城県 無所属

27 11157408 B 東田　昇 杉山　早苗 東　部 新潟県 無所属

28 12000067 A 稲垣　浩 伊藤　千恵美 北海道 な　し 北海道

29 12000697 A 福士　博司 福士　清子 北海道 な　し 北海道

30 13000642 B 村上　清治 森　敏子 中　部 な　し 中部

31 13000704 A 山崎　正彦 名木　美栄子 中　部 な　し 中部

32 13000935 A 大林　茂樹 大林　公子 中　部 な　し 中部

33 13001452 A 古澤　誠 緑谷　朱三江 中　部 な　し 中部

34 13003310 B 和田　光大 秦　恵 中　部 な　し 中部

35 13003368 大谷　光利 井口　京子 中　部 な　し 中部

36 13003387 A 三輪　博之 馬渕　裕美 中　部 な　し 中部

37 13003396 A 馬渕　亮一 馬渕　邦美 中　部 な　し 中部

38 13003858 A 中島　義明 宮崎　邦子 中　部 な　し 中部

39 13003967 伊藤　正浩 杉浦　富貴絵 中　部 な　し 中部

40 13004124 A 髙橋　善行 松下　栄美子 中　部 な　し 中部

41 13004175 A 小倉　昌士 関田　文枝 中　部 な　し 中部

42 14002661 A 野田　正晴 髙橋　奈保子 西　部 な　し 西部

43 14002975 B 光山　太祐 光山　早苗 西　部 な　し 西部

44 14005152 A 大矢部　廣昭 中川　弘美 西　部 な　し 西部

45 15003006 A 岩元　新一郎 岩元　真佐代 九　州 な　し 九州

幕張イベントホール(幕張メッセ) グランドシニアダンス選手権

2023/03/05   【グランドシニア】スタンダード

15 / 15 ページ


