
出場選手名簿

背番号登録番号級 選 手 氏 名 ふりがな パートナー 名 ふりがな広域連盟 都県連盟 所属団体

104000633B 藪下　恭輔 やぶした　きょうすけ佐藤　かこ さとう　かこ西　部 な　し 西部

201002128A 香積　佑樹 かづみ　ゆうき坂内　咲織 ばんない　さおり東　部 な　し ＤＭ

301002220B 佐藤　和亀 さとう　かずき工藤　周子 くどう　ちかこ東　部 な　し ＶＶＤ

401002093A 猿田　雄二 さるた　ゆうじ久保田　幸 くぼた　みゆき東　部 な　し ＴＷＤ

504000647A 正谷　恒揮 まさたに　つねき齋藤　愛 さいとう　めぐみ西　部 な　し 西部

601001645B 吉川　智 きっかわ　さとし岡本　さと子 おかもと　さとこ東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

706000073A 大坂　宜史 おおさか　たかふみ佐々木　由季子 な　し ＪＣＦ

801001953B 後藤　洋平 ごとう　ようへい蒲生　智美 がもう　ともみ東　部 な　し ＶＶＤ

901002374C 德永　裕也 とくなが　ゆうや座間　礼奈 ざま　れいな東　部 な　し ＳＤ

1003000372A 黒野　朝洋 くろの　ともひろ山田　佳奈 やまだ　かな中　部 な　し 中部

1101002262B 香椎　健人 かしい　けんと中村　真理子 なかむら　まりこ東　部 な　し ＥｘＤ

1202000217A 小齋　健太 こさい　けんた大月　舞華 おおつき　まいか北海道 な　し 北海道

1301002257A 日野　雄樹 ひの　ゆうき天野　友莉香 あまの　ゆりか東　部 な　し ＰｈＤ

1403000515A 田川　貴一 たがわ　きいち安東　ニシャ あんどう　にしゃ中　部 な　し 中部

1501002007B 市川　賢 いちかわ　けん北岡　真苗 きたおか　まな東　部 な　し ＤＪ

1601002243A 髙野　大樹 こうの　ひろき加藤　奈々 かとう　なな東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

1701002098C 齊藤　淳 さいとう　じゅん向山　恵生 むこうやま　めぐみ東　部 な　し ＥｘＤ

1804000596A 土川　耕平 つちかわ　こうへい河端　恵利子 かわばた　えりこ西　部 な　し 西部

1901001961C 山口　功二 やまぐち　こうじ藤山　由香利 とうやま　ゆかり東　部 な　し ＤＭ

2004000619B 藤原　健太 ふじわら　けんた桑原　由佳 くわはら　ゆか西　部 な　し 西部

2101002132A 佐倉　奈雄斗 さくら　なおと松原　優 まつばら　ゆう東　部 な　し ＮＣＤ

2201001925B 保栄茂　勝己 ほえも　かつみ井上　直子 いのうえ　なおこ東　部 な　し ＴＷＤ

2303000403A 鬼頭　孝幸 きとう　たかゆき山田　奈央子 やまだ　なおこ中　部 な　し 中部

2401001629A 瀬底　正太 せそこ　しょうた堀川　真琴 ほりかわ　まこと東　部 な　し ＩＢＤ

2501002246B 佐々木　杏昂 ささき　きょうたか瀧澤　智恵 たきざわ　ちえ東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

2606000047A 小野　晃歳 おの　あきとし小野　麻耶 な　し ＮＤＣＪＵ

2701001895B 庄子　悟司 しょうじ　さとし伊藤　泰子 いとう　やすこ東　部 な　し ＤＭ

2801002373C 澤入　渓太 さわいり　けいた浜島　あみ はましま　あみ東　部 な　し 無所属

2901002376A 鈴木　勇人 すずき　はやと高辻　なつみ たかつじ　なつみ東　部 な　し 無所属

3001001317C 朝比奈　竜弘 あさひな　たつひろ朝比奈　絵美 あさひな　えみ東　部 な　し 無所属

3104000544A 山口　隆久 やまぐち　たかひさ上杉　真由 うえすぎ　まゆ西　部 な　し 西部

3201002003B 田中　慎一郎 たなか　しんいちろう田中　彩 たなか　あや東　部 な　し ＧＣ

3301001154B 竹歳　英樹 たけとし　ひでき竹歳　美由紀 たけとし　みゆき東　部 な　し ＥｘＤ

3405006019A 青山　貴紀 あおやま　たかとし青山　美紀 あおやま　みき九　州 な　し 九州

3501002127B 夏見　和彦 なつみ　かずひこ日髙　麻衣子 ひだか　まいこ東　部 な　し ＰｈＤ

3601001674A 新井　健伊稚 あらい　けんいち新井　由紀子 あらい　ゆきこ東　部 な　し ＴＷＤ

3701002305A 中村　公紀 なかむら　こうき大塩　香澄 おおしお　かすみ東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

3801001946B 田中　直樹 たなか　なおき石川　真理子 いしかわ　まりこ東　部 な　し ＰｈＤ

3904000663B 大鐘　雅士 おおがね　まさし岩本　沙稀 いわもと　さき西　部 な　し 西部

4001002106A 相田　和也 あいだ　かずや川上　舞子 かわかみ　まいこ東　部 な　し ＰｈＤ

4101001799B 本多　淳 ほんだ　じゅん本多　明子 ほんだ　あきこ東　部 な　し ＤＭ

4201002124A 竹内　大夢 たけうち　ひろむ中島　由貴 なかじま　ゆうき東　部 な　し ＴＷＤ

4301002286A 玉井　征爾 たまい　せいじ岩澤　桃子 いわさわ　ももこ東　部 な　し ＶＶＤ

4404000594A 柳　真之 やなぎ　まさゆき福本　ともえ ふくもと　ともえ西　部 な　し 西部

4501002364C 服部　一眞 はっとり　かずま西原　明日蘭 にしはら　あすか東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

4601002174B 落合　哲朗 おちあい　てつろう魚谷　えりか うおたに　えりか東　部 な　し ＥｘＤ

  【プロ】ラテンアメリカン

日本インターナショナルダンス選手権大会
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4701001598B 小俣　宏晃 おまた　ひろあき杉谷　絵美 すぎたに　えみ東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

4803000417A 早川　元規 はやかわ　もとき早川　ちひろ はやかわ　ちひろ中　部 な　し 中部

4901001610B 寺田　友城 てらだ　ゆうき宮脇　理恵 みやわき　りえ東　部 な　し ＰｈＤ

5002000212A 広川　悠利 ひろかわ　ゆうり広川　香織 ひろかわ　かおり北海道 な　し 北海道

5101002102A 高橋　祐貴 たかはし　ゆうき的場　永峯 まとば　えみ東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

5206000091B 細川　淳也 ほそかわ　じゅんや木野　愛弓 な　し ＮＤＣＪＵ

5304000631A 堂谷　祐介 どうたに　ゆうすけ堂谷　悦子 どうたに　えつこ西　部 な　し 西部

5401001779B 頼実　健吾 よりざね　けんご頼実　幸絵 よりざね　ゆきえ東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

5501002172B 若松　祐樹 わかまつ　ゆうき藤澤　翠美花 ふじさわ　すみか東　部 な　し ＥｘＤ

5601002005A 須藤　達矢 すとう　たつや庄司　まゆ しょうじ　まゆ東　部 な　し ＥｘＤ

5701001736C 山口　賢二 やまぐち　けんじ山口　由紀子 やまぐち　ゆきこ東　部 な　し ＴＷＤ

5804000617A 菅　大輔 かん　だいすけ奥村　恵都 おくむら　けいと西　部 な　し 西部

5901002235B 宮本　敦史 みやもと　あつし杉本　朋子 すぎもと　ともこ東　部 な　し ＰｈＤ

6003000508A 松村　光 まつむら　ひかる加納　杏那 かのう　あんな中　部 な　し 中部

6101002183A 森田　銀河 もりた　ぎんが小和田　愛子 こわだ　あいこ東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

6201002372C 高橋　将貴 たかはし　まさき髙島　琴乃 たかしま　ことの東　部 な　し ＴＷＤ

6301002322B 安田　充希 やすた　みつき日髙　空 ひだか　あおい東　部 な　し ＧＣ

6401002288A 伊藤　光 いとう　ひかる中川　サリ なかがわ　さり東　部 な　し ＥｘＤ

6501001450A 進藤　博信 しんどう　ひろのぶ櫻田　泉 さくらだ　いずみ東　部 な　し ＴＷＤ

6601002071B 高野　正武 たかの　まさたけ吉田　稲美 よしだ　いなみ東　部 な　し ＳＤ

6701001805B 吉田　豊和 よしだ　とよかず吉田　栄 よしだ　さかえ東　部 な　し ＧＣ

6806000081C 山本　千博 やまもと　ちひろ大吉　優華 な　し ＪＣＦ

6901002054B 林　智也 はやし　ともや田中　裕子 たなか　ゆうこ東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

7004000611A 白石　和也 しらいし　かずや白石　愛子 しらいし　あいこ西　部 な　し 西部

7101002329B 瀧澤　昂志 たきざわ　たかし松田　李佳子 まつだ　りかこ東　部 な　し ＥｘＤ

7201002351C 佐藤　綾 さとう　りょう小島　早稀 こじま　さき東　部 な　し 無所属

7302000115A 宮下　主啓 みやした　かずひろ覚知　昌代 かくち　まさよ北海道 な　し 北海道

7401002247A 宮内　隼輔 みやうち　しゅんすけ尾崎　沙織 おざき　さおり東　部 な　し 無所属

7506000051A 鈴木　佑哉 すずき　ゆうき原田　彩華 な　し ＮＤＣＪＵ

7601002323B 舘　紳也 たて　しんや佐々木　春菜 ささき　はるな東　部 な　し 無所属

7704000463B 宇治　鉄平 うじ　てっぺい芦田　佳代子 あしだ　かよこ西　部 な　し 西部

7801001967A 塩野　龍弥 しおの　たつや松野　葵 まつの　あおい東　部 な　し ＤＭ

7903000510A 齊藤　健斗 さいとう　けんと小川　佳苗 おがわ　かなえ中　部 な　し 中部

8001002021A 西村　嘉月維 にしむら　かずゆき松村　京花 まつむら　みやか東　部 な　し ＴＷＤ

8106000023A 太田　洵司 おおた　じゅんじ笹　彩子 な　し ＮＤＣＪＵ

8201002344B 野地　雅人 のじ　まさと石井　友梨香 いしい　ゆりか東　部 な　し ＴＷＤ

8305000063A 佐藤　文紀 さとう　ふみのり佐藤　裕子 さとう　ゆうこ九　州 な　し 九州

8401001855A 清水　基允 しみず　もとみつ丸市　美幸 まるいち　みゆき東　部 な　し ＥｘＤ

8501002036C 十文字　勝 じゅうもんじ　まさる梶山　賀代 かじやま　かよ東　部 な　し ＭＢＫ

8604000262A 前田　晃良 まえだ　あきら酒井　志奈 さかい　しな西　部 な　し 西部

8701001908C 西村　大輔 にしむら　だいすけ西村　一絵 にしむら　かずえ東　部 な　し ＥｘＤ

8803000527B 松下　学 まつした　まなぶ伊熊　詩織 いくま　しおり中　部 な　し 中部

8901001891B 立石　ケント たていし　けんと稲葉　寿里 いなば　じゅり東　部 な　し ＤＭ

9001002160A 有馬　直樹 ありま　なおき若林　亜紀 わかばやし　あき東　部 な　し ＳＤ

9105006033A 外村　秀夫 ほかむら　ひでお外村　早苗 ほかむら　さなえ九　州 な　し 九州

9201002227B 立石　啓 たていし　さとし露口　美咲 つゆぐち　みさき東　部 な　し Ｎ・ＤＳ
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9301002185B 佐藤　航 さとう　わたる新田　藍 にった　あい東　部 な　し ＭＷ

9401001790C 松本　恒裕 まつもと　ひさひろ青木　美穂 あおき　みほ東　部 な　し ＩＢＤ

9501001726A 関　琢磨 せき　たくま岩田　明日可 いわた　あすか東　部 な　し ＰｈＤ

9601001775C 坂口　豪 さかぐち　ごう山本　紫乃芙 やまもと　しのぶ東　部 な　し ＶＶＤ

9704000523A 宮崎　彰信 みやざき　あきのぶ宮武　樹 みやたけ　いつき西　部 な　し 西部

9801002099B 加藤　裕哉 かとう　ゆうや小川　舞子 おがわ　まいこ東　部 な　し ＨＳＤ

9901002308A 野村　直人 のむら　なおと山﨑　かりん やまさき　かりん東　部 な　し ＴＷＤ

10002000214B 土屋　崇紀 つちや　たかのり本間　佳麗 ほんま　かれん北海道 な　し 北海道

10101002355B 松岡　孝宣 まつおか　たかのり三橋　櫻 みつはし　さくら東　部 な　し ＥｘＤ

10201001968B 梅田　慎太郎 うめだ　しんたろう熊井　郁美 くまい　いくみ東　部 な　し ＨＳＤ

10303000513A 澤井　優也 さわい　ゆうや丸野　詩織 まるの　しおり中　部 な　し 中部

10401002205A 久野　将也 くの　まさや降旗　友希 ふるはた　ゆうき東　部 な　し 無所属

10504000660B 辻本　千博 つじもと　ちひろ黒木　優子 くろき　ゆうこ西　部 な　し 西部

10601002325C 牧野　太河 まきの　たいが牧野　莉子 まきの　りこ東　部 な　し ＴＷＤ

10701001677B 新井　透 あらい　とおる新井　一恵 あらい　かずえ東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

10801002236A 三室　雄司 みむろ　ゆうじ武藤　慶子 むとう　けいこ東　部 な　し ＥｘＤ

10906000036A 中川　真仁 なかがわ　まさひとまりね な　し ＪＣＦ

11001001737B 佐藤　光彦 さとう　みつひこ久保木　麻衣 くぼき　まい東　部 な　し 無所属

11101001930A 中島　光一 なかじま　こういち奥山　智美 おくやま　ともみ東　部 な　し ＭＢＫ

11204000583C 菊地　隆文 きくち　たかふみ塚本　莉帆 つかもと　りほ西　部 な　し 西部

11301002295A 東海林　祐介 とうかいりん　ゆうすけ立花　悠 たちばな　はるか東　部 な　し ＤＭ

11406000050A 瀬内　英幸 せうち　ひでゆき斎木　智子 な　し ＮＤＣＪＵ

11503000517A 青山　智之 あおやま　ともゆき岩瀬　麻衣子 いわせ　まいこ中　部 な　し 中部

11601002368C 吉永　大輔 よしなが　だいすけ森田　舞夢 もりた　まいむ東　部 な　し 無所属

11701001970B 日暮　健二 ひぐらし　けんじ久保田　裕美 くぼた　ひろみ東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

11804000342A 松田　容典 まつだ　やすのり松田　仁美 まつだ　ひとみ西　部 な　し 西部

11901002051B 足立　裕一 あだち　ゆういち櫻井　優子 さくらい　ゆうこ東　部 な　し ＳＤ

12001002192A 岡本　圭祐 おかもと　けいすけ塚越　あみ つかこし　あみ東　部 な　し ＥｘＤ

12101002011B 佐伯　歩人 さえき　あゆと斉藤　三世 さいとう　みよ東　部 な　し ＴＷＤ

12201002299A 岡本　浩輝 おかもと　ひろき石塚　正恵 いしづか　まさえ東　部 な　し ＥｘＤ

12304000691B 正谷　幸久 まさたに　ゆきひさ堀井　桜 ほりい　さくら西　部 な　し 西部

12401002168A 太田　喜之 おおた　よしゆき宮﨑　茉莉亜 みやざき　まりあ東　部 な　し ＳＤ

12501002022C 鬼束　剛 おにつか　つよし原田　摩須美 はらだ　ますみ東　部 な　し ＧＣ

12601002141B 中村　明生 なかむら　あきお佐藤　恵子 さとう　けいこ東　部 な　し ＥｘＤ

12701002244B 早瀬　仁 はやせ　じん笹生　稀子 さそう　まきこ東　部 な　し ＭＢＫ

12801002339A 関　勇人 せき　はやと長谷川　真希 はせがわ　まき東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

12902000209A 西村　郁亮 にしむら　ふみあき大友　祐美 おおとも　ゆみ北海道 な　し 北海道

13001002296A 山﨑　博道 やまさき　ひろみち輿石　美穂 こしいし　みほ東　部 な　し ＤＭ

13104000449A 山根　大征 やまね　ひろゆき山根　理瑛 やまね　りえ西　部 な　し 西部

13201002114B 梅田　健二郎 うめだ　けんじろう杉田　理紗 すぎた　りさ東　部 な　し ＨＳＤ

13301002245B 三浦　捷人 みうら　はやひと安樂城　奈智 あらき　なち東　部 な　し ＧＣ

13404000692B 榎本　誠 えのもと　まこと片岡　彩乃 かたおか　あやの西　部 な　し 西部

13501002228B 川原田　亮 かわはらだ　りょう杉下　苑未 すぎした　そのみ東　部 な　し ＴＷＤ

13603000457A 八木　裕 やぎ　ゆう深見　ちひろ ふかみ　ちひろ中　部 な　し 中部

13701002057A 寺倉　憲 てらくら　けん三枝　真由美 さいぐさ　まゆみ東　部 な　し ＰｈＤ

13801002173B 久保田　豊 くぼた　ゆたか比美野　めいび ひびの　めいび東　部 な　し ＴＷＤ
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13904000550A 櫛田　隆広 くしだ　たかひろ大田　紗佑里 おおた　さゆり西　部 な　し 西部

14001001892C 川中子　優 かわなご　まさる川中子　雅世 かわなご　まさよ東　部 な　し 無所属

14101001675S 増田　大介 ますだ　だいすけ塚田　真美 つかだ　まみ東　部 な　し ＥｘＤ
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111147377A 小林　開人 松尾　亜莉沙 東　部 神奈川県 無所属

211137690B 四宮　権一 尾形　徳子 東　部 東京都 無所属

311147302C 根本　浩由 蛯谷　恵美子 東　部 神奈川県 無所属

411137655B 高橋　駿 山本　亜優 東　部 東京都 無所属

512000800A 志比　悠煕 志比　菜々子 北海道 な　し 北海道

6 濱野　渉 加藤　萌美 未登録

711137833C 和田　陽介 打越　瞳 東　部 東京都 無所属

811127525S 八谷　和樹 皆川　円 東　部 千葉県 無所属

9 箕浦　将也 小斉平　ひな 未登録

1011087289A 渡部　正光 渡部　典子 東　部 茨城県 無所属

1111137835C 早川　光成 寺坂　優里 東　部 東京都 無所属

12 入江　康輔 山本　ひなの 未登録

1312000704A 大木　大樹 大木　風香 北海道 な　し 北海道

1411127504B 大嶋　隆義 秋吉　花音 東　部 千葉県 無所属

1511040659C 水野　康介 下村　貴子 東　部 宮城県 無所属

1611127587A 石垣　和宏 三喜　穂菜美 東　部 千葉県 無所属

1711137770B 近藤　純 神城　真央 東　部 東京都 無所属

1811137532A 綾野　晃志郎 長澤　穂乃花 東　部 東京都 無所属

1911137828C 清水　聡 堀田　まどか 東　部 東京都 学　連

2013004121A 滝川　貴之 滝川　綾乃 中　部 な　し 中部

21 佐藤　刀麻 花原　佳乃子 未登録

2211117759B 澤井　拓 中島　陽佳 東　部 東京都 無所属

2311147241A 藤森　春樹 金山　咲月 東　部 神奈川県 無所属

2411147349B 米積　雄大 和田　みさり 東　部 神奈川県 無所属

2512000993C 中村　圭佑 清水　星那 北海道 な　し 北海道

2611137579A 孫　祖博 西村　早織 東　部 東京都 無所属

2711117629B 深澤　侑介 泉谷　衣美 東　部 埼玉県 無所属

2811107440C 柿澤　夏月 廣川　萌々香 東　部 群馬県 無所属

2914005412A 附田　優翼 附田　奈緒美 西　部 な　し 西部

30 柏原　龍人 青木　賜安 未登録

3111127619B 飯沼　孟大 馬場　えりな 東　部 千葉県 無所属

3211117712A 大熊　海渡 蓮田　陽香 東　部 東京都 無所属

3311137773C 安達　遥一 関野　夏海 東　部 東京都 無所属

3411127611B 南雲　駿 南雲　真世 東　部 千葉県 無所属

3512001009C 塚田　穣太 坂口　萌香 北海道 な　し 北海道

36 森田　大夢 岡野　未来 未登録

3711137798C 奥田　凌平 山本　藍 東　部 東京都 無所属

3813004180B 川那子　拓己 三谷　真緒 中　部 な　し 中部

3911137673A 岩﨑　将之 中山　絵里加 東　部 東京都 無所属

4011137527B 椙本　泰介 宮内　めぐみ 東　部 東京都 Ｎ・ＤＳ

4111137023A 石田　茂之 矢野　美帆子 東　部 埼玉県 Ｎ・ＤＳ

4211157386C 阿部　正幸 水谷　春美 東　部 新潟県 無所属

4311127593B 安部　邦斗 安部　美咲 東　部 千葉県 無所属

44 宇野　眞 衛藤　真子 未登録

4513004120B 山本　壮真 三喜　真梨菜 中　部 な　し 中部

4611070480C 藤井　俊幸 谷本　恵理 東　部 神奈川県 無所属

  【アマ】スタンダード

日本インターナショナルダンス選手権大会
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4711117612A 加地　渉 今橋　紗希 東　部 埼玉県 無所属

48 清瀬　智也 小林　美穂 未登録

4911097376B 濱田　琉成 鈴木　桜咲 東　部 栃木県 無所属

5011147351A 大熊　和幸 吉田　詩子 東　部 東京都 無所属

5111137683B 湯澤　夏樹 湯澤　珠里 東　部 茨城県 無所属

52 江原　昇太 大舘　萌子 未登録

5313004128B 山本　一真 伊藤　梨乃 中　部 な　し 中部

5411137453A 熊谷　光晃 粕尾　明日香 東　部 東京都 無所属

5511137477B 山田　恭平 秋山　彩織 東　部 東京都 無所属

56 横木　友哉 松井　美咲 未登録

5711147420C 渡辺　順也 渡辺　香 東　部 神奈川県 無所属

5811137668A 松本　福太郎 髙橋　里奈 東　部 東京都 無所属

5911050305B 工藤　正俊 伊藤　早紀 東　部 青森県 無所属

6011137756C 藤井　慎太郎 田野　彩花 東　部 東京都 無所属

6112000973B 横城　壮太 飯田　なつみ 北海道 な　し 北海道

6213003869A 小林　潤一 小林　麻衣 中　部 な　し 中部

6311097352A 五月女　光政 五月女　叡佳 東　部 栃木県 無所属

6411127617B 木下　将希 小西　乙愛 東　部 千葉県 無所属

65 渡邉　泰成 朝倉　環 未登録

6611127620C 高橋　海 竹内　杏奈 東　部 千葉県 無所属

6711137580A 佐藤　祐馬 久保田　理沙 東　部 東京都 無所属

6811060136B 木村　孝太 木村　千花 東　部 東京都 無所属

6912001010C 柴野　草大 山下　響姫 北海道 な　し 北海道
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111147149A 高橋　健史 たかはし　けんじ高橋　智惠子 たかはし　ちえこ東　部 神奈川県 無所属

211137585C 川尻　幸司 かわじり　こうじ長島　洋子 ながしま　ようこ東　部 東京都 無所属

311137321A 国松　正尚 くにまつ　まさなお国松　千絵 くにまつ　ちえ東　部 東京都 無所属

411114026B 宮本　博史 みやもと　ひろし岩瀬　和子 いわせ　かずこ東　部 埼玉県 無所属

515006048A 野田　和亀 のだ　かずき野田　法子 のだ　みちこ九　州 な　し 九州

611117200A 武田　澄人 たけだ　すみと武田　歩 たけだ　あゆみ東　部 埼玉県 無所属

711117646C 森戸　尚宏 もりと　なおひろ酒井　ゆかり さかい　ゆかり東　部 埼玉県 無所属

811137466A 相木　孝之 あいき　たかし西村　清美 にしむら　きよみ東　部 東京都 無所属

911117584B 飯島　康雄 いいじま　やすお梶本　すみ子 かじもと　すみこ東　部 茨城県 無所属

1011146859D 鈴木　博之 すずき　ひろゆき武田　深芳 たけだ　みほ東　部 神奈川県 無所属

1111147300A 櫻井　敬士 さくらい　たかし前田　郁代 まえだ　いくよ東　部 神奈川県 無所属

1213000935B 大林　茂樹 おおばやし　しげき大林　公子 おおばやし　きみこ中　部 な　し 中部

1311117300B 宗形　隆史 むなかた　たかし牛渡　葉子 うしわた　ようこ東　部 埼玉県 無所属

1411147408C 横田　信之 よこた　のぶゆき吉田　治代 よしだ　はるよ東　部 神奈川県 無所属

1511134130A 大嶽　達 おおたけ　とおる大嶽　洋子 おおたけ　ようこ東　部 東京都 無所属

1611137781D 佐々木　宏光 ささき　ひろみつ小林　まなみ こばやし　まなみ東　部 東京都 無所属

1711127157A 石山　誠 いしやま　まこと石山　直子 いしやま　なおこ東　部 千葉県 無所属

1811147314D 佐々木　裕一 ささき　ゆういち下井田　裕子 しもいだ　ゆうこ東　部 神奈川県 無所属

1913001979A 山田　進 やまだ　すすむ山田　詠香 やまだ　えいか中　部 な　し 中部

2011115342B 小口　修一 こぐち　しゅういち平山　知江 ひらやま　ともえ東　部 埼玉県 無所属

2111097079A 児山　智道 こやま　ともみち児山　和子 こやま　かずこ東　部 栃木県 無所属

2211137343C 中村　隆 なかむら　たかし中村　福美 なかむら　ふくみ東　部 東京都 無所属

2311137449A 岡田　重信 おかだ　しげのぶ大野　清美 おおの　きよみ東　部 東京都 ＭＷ

2411147010B 菊地　健男 きくち　たけお河内　登志子 かわち　としこ東　部 神奈川県 無所属

2513003967C 伊藤　正浩 いとう　まさひろ杉浦　富貴絵 すぎうら　ふきえ中　部 な　し 中部

2611157064B 小池　越路 こいけ　えつじ笹口　由香利 ささぐち　ゆかり東　部 新潟県 無所属

全日本シニアダンス選手権
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