
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 01000768 C 松山　浩一 関野　洋子 東　部 な　し ＧＣ

2 01000822 C 上村　宏行 堀内　由紀 東　部 な　し ＨＳＤ

3 01000884 C 長谷川　太一 釜田　愛 東　部 な　し ＥｘＤ

4 01000962 C 御手洗　浩文 御手洗　早苗 東　部 な　し ＧＣ

5 01000980 C 中島　修 松浦　照海 東　部 なし ＤＪ

6 01001015 C 屋宜　正直 屋宜　玲子 東　部 な　し ＭＢＫ

7 01001047 C 岩間　忠 小野崎　宏子 東　部 な　し ＭＢＫ

8 01001279 C 綾野　敏宏 渋谷　エミ 東　部 な　し 無所属

9 01001301 C 合馬　靖雄 白石　奈々 東　部 なし 無所属

10 01001376 D 楠見　将庸 楠見　由美 東　部 な　し 無所属

11 01001420 C 髙妻　貴弘 髙妻　恵実 東　部 な　し ＧＣ

12 01001450 C 進藤　博信 櫻田　泉 東　部 な　し ＴＷＤ

13 01001458 C 三藤　真之 大曽根　佳世 東　部 な　し ＥｘＤ

14 01001531 C 九矢　光章 嘉門　雅江 東　部 な　し ＭＷ

15 01001537 C 管野　榮 管野　恵子 東　部 な　し ＥｘＤ

16 01001540 C 加藤　秀仁 佐藤　律子 東　部 な　し ＤＭ

17 01001551 C 荻原　伸浩 浜崎　綾子 東　部 な　し ＭＢＫ

18 01001572 C 濱口　正智 竹田　忍 東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

19 01001591 C 大西　隆志 田之上　恵子 東　部 な　し ＭＷ

20 01001610 C 寺田　友城 宮脇　理恵 東　部 な　し ＰｈＤ

21 01001645 C 吉川　智 岡本　さと子 東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

22 01001652 C 村上　友樹 尾﨑　沙織 東　部 な　し ＧＣ

23 01001665 C 田口　浩 竹下 由紀子 東　部 な　し ＤＭ

24 01001676 C 横山　雄一 青木　涼子 東　部 な　し 無所属

25 01001693 C 北岸　賢明 長内　智子 東　部 な　し ＰｈＤ

26 01001697 C 三坂　和彦 重富　真波 東　部 な　し ＥｘＤ

27 01001726 C 関　琢磨 岩田　明日可 東　部 な　し ＰｈＤ

28 01001735 C 大森　一樹 大森　教子 東　部 な　し ＥｘＤ

29 01001736 C 山口　賢二 山口　由紀子 東　部 な　し ＴＷＤ

30 01001745 C 松岡　数馬 金澤　淳子 東　部 な　し ＩＢＤ

31 01001762 C 奥野　正嗣 大桃　ゆきの 東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

32 01001770 C 茅野　博行 茅野　仁美 東　部 な　し ＮＣＤ

33 01001775 C 坂口　豪 山本　紫乃芙 東　部 な　し ＶＶＤ

34 01001779 C 頼実　健吾 頼実　幸絵 東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

35 01001796 C 山本　真大 山本　しのぶ 東　部 な　し ＩＢＤ

36 01001805 C 吉田　豊和 吉田　栄 東　部 な　し ＧＣ

37 01001809 C 塩野　訓之 吉川　亜衣梨 東　部 な　し ＥｘＤ

38 01001811 C 森　雅寿 森　友花 東　部 な　し ＥｘＤ

39 01001814 C 髙橋　佑介 蠣﨑　マリア 東　部 な　し ＴＷＤ

40 01001891 C 立石　ケント 稲葉　寿里 東　部 な　し ＤＭ

41 01001892 C 川中子　優 川中子　雅世 東　部 な　し 無所属

42 01001896 C 吉敷　寛人 棚木　陽子 東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

43 01001915 C 菊池 瑛哲 白石　和美 東　部 な　し ＴＷＤ

44 01001944 C 池谷　昌久 池谷　祐子 東　部 な　し ＤＪ

45 01001953 C 後藤　洋平 蒲生　智美 東　部 な　し ＶＶＤ

46 01001954 C 谷崎　成彦 藤村　ゆきえ 東　部 な　し ＰｈＤ

47 01001961 C 山口　功二 藤山　由香利 東　部 なし ＤＭ

48 01001964 C 長谷部　修 宇佐美　幸世 東　部 な　し 無所属

49 01001968 C 梅田　慎太郎 熊井　郁美 東　部 な　し ＨＳＤ

50 01001970 C 日暮　健二 久保田　裕美 東　部 な　し Ｎ・ＤＳ
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51 01002011 C 佐伯　歩人 斉藤　三世 東　部 な　し ＴＷＤ

52 01002021 C 西村　嘉月維 松村　京花 東　部 な　し ＴＷＤ

53 01002022 C 鬼束　剛 原田　摩須美 東　部 な　し ＧＣ

54 01002031 C 青栁　昭仁 青栁　優美 東　部 な　し ＥｘＤ

55 01002039 C 小倉　寛之 陶 雪 東　部 な　し ＥｘＤ

56 01002043 C 市川　槙之輔 正岡　ちさと 東　部 な　し ＧＣ

57 01002054 C 林　智也 田中　裕子 東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

58 01002070 C 平川　賢志 吉住　絵梨奈 東　部 な　し ＰｈＤ

59 01002071 C 高野　正武 吉田　稲美 東　部 な　し ＳＤ

60 01002072 C 渡邉　朋典 渡邉　由加里 東　部 な　し ＨＳＤ

61 01002093 C 猿田　雄二 久保田　幸 東　部 な　し ＴＷＤ

62 01002099 C 加藤　裕哉 小川　舞子 東　部 な　し ＨＳＤ

63 01002102 C 高橋　祐貴 的場　永峯 東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

64 01002106 C 相田　和也 川上　舞子 東　部 な　し ＰｈＤ

65 01002126 C 戸張　雅仁 小林　静枝 東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

66 01002127 C 夏見　和彦 日髙　麻衣子 東　部 な　し ＰｈＤ

67 01002130 C 舩杉　力央 吹野 明日香 東　部 な　し ＮＣＤ

68 01002132 C 佐倉　奈雄斗 松原　優 東　部 な　し ＮＣＤ

69 01002141 C 中村　明生 佐藤　恵子 東　部 な　し ＥｘＤ

70 01002147 C 三信　真樹 佐枝　美歩 東　部 な　し ＤＪ

71 01002153 C 髙田　光輝 佐藤　美香 東　部 な　し ＰｈＤ

72 01002174 C 落合　哲朗 魚谷　えりか 東　部 な　し ＥｘＤ

73 01002193 C 髙橋　英樹 木崎　マリン 東　部 な　し ＳＤ

74 01002212 C 片山　征弥 吉原　楓 東　部 な　し 無所属

75 01002228 C 川原田　亮 杉下　苑未 東　部 な　し ＴＷＤ

76 01002230 C 廣實　はかる 廣實　美砂 東　部 なし ＤＪ

77 01002251 C 渡辺　裕之 佐々木　真穂 東　部 な　し 無所属

78 01002262 C 香椎　健人 中村　真理子 東　部 な　し ＥｘＤ

79 01002264 C 蒲生　将史 比嘉　那美 東　部 な　し ＭＷ

80 01002271 C 小林　政貴 福田　有希 東　部 な　し ＭＷ

81 01002287 C 渡辺　貴登 渡辺　イコナ 東　部 な　し 無所属

82 01002295 C 東海林　祐介 立花　悠 東　部 な　し ＤＭ

83 01002297 C 染谷　修平 江口　藍 東　部 な　し ＧＣ

84 01002307 C 岸田　竜吾 伊藤　沙弥香 東　部 な　し ＳＤ

85 01002322 C 安田　充希 日髙　空 東　部 な　し ＧＣ

86 01002329 C 瀧澤　昂志 松田　李佳子 東　部 な　し ＥｘＤ

87 01002331 C 藤村　ティモシー　忠 佐竹　栞奈 東　部 な　し ＴＷＤ

88 01002337 C 森　政治 森　美絵 東　部 な　し 無所属

89 01002347 C 醍醐　秀忠 鈴木　奈津美 東　部 な　し ＥｘＤ

90 01002349 C 松浦　雅生 坂本　愛花 東　部 な　し 無所属

91 01002357 C 水尻　悠陽 畠中　優衣 東　部 な　し 無所属

92 01002372 C 高橋　将貴 髙島　琴乃 東　部 な　し ＴＷＤ

93 01002377 D 永島　啓矢 宮﨑　佑希 東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

94 01002378 C 栁田　一気 松本　純菜 東　部 な　し ＤＭ

95 01002379 D 中島　脩平 渡邉　美寿希 東　部 なし ＤＭ

96 01002380 C 田沢　拓都 牧野　莉子 東　部 なし 無所属

97 01002386 D 濱田　琉衣 田中　杏珠 東　部 なし 無所属

98 01001497 C 今導　雅彦 公城　沙由浬 東　部 な　し ＤＳ
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1 01001376 D 楠見　将庸 楠見　由美 東　部 な　し 無所属

2 01001570 D 永井　優司 前原　のり子 東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

3 01001983 D 白石　繁馬 佐藤　やえ子 東　部 な　し 無所属

4 01002233 D 玉樹　優 関口 めぐみ 東　部 なし 無所属

5 01002248 D 田原　真彦 馬渕　舞 東　部 な　し ＥｘＤ

6 01002251 D 渡辺　裕之 佐々木　真穂 東　部 な　し 無所属

7 01002311 D 玉木　大介 新井 汐里 東　部 な　し ＨＳＤ

8 01002342 D 島田　祐平 板倉　文子 東　部 な　し ＥｘＤ

9 01002349 D 松浦　雅生 坂本　愛花 東　部 な　し 無所属

10 01002366 N アングル　相貴 菊田　和嘉子 東　部 な　し ＶＶＤ

11 01002379 D 中島　脩平 渡邉　美寿希 東　部 なし ＤＭ

12 01002380 D 田沢　拓都 牧野　莉子 東　部 なし 無所属

13 01002385 D 大矢　健太 寿　涼雅 東　部 なし ＴＷＤ

14 01002386 D 濱田　琉衣 田中　杏珠 東　部 なし 無所属

15 01002387 D 彦坂 優太 髙橋　未来 東　部 な　し 無所属

16 01002388 D 森田　祐介 畠山　遥 東　部 なし 無所属
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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 11147403 B 谷　茂秋 成田　奈津希 東　部 神奈川県 無所属

2 11137778 B さが　ともゆき すずき　あきこ 東　部 東京都 無所属

3 11117778 B 藤山　大輔 板橋　利紗 東　部 埼玉県 無所属

4 11137527 B 椙本　泰介 宮内　めぐみ 東　部 東京都 Ｎ・ＤＳ

5 11117789 C 町田　篤人 山﨑　笑夢 東　部 埼玉県 無所属

6 11142756 B 古川　信俊 郷戸　悦子 東　部 神奈川県 無所属

7 11127472 B 村田　徒夢 美崎 花 東　部 千葉県 無所属

8 11147408 B 横田　信之 吉田　治代 東　部 神奈川県 無所属

9 11137740 B 林　尚希 樋浦　うらら 東　部 東京都 無所属

10 11137845 C 遠藤 顕広 高橋 奈津美 東　部 東京都 無所属

11 11137763 B 渡邉　光貴 広川　真由 東　部 東京都 無所属

12 11137032 B 野村　亮 木内　美奈 東　部 東京都 無所属

13 11127157 B 石山　誠 石山　直子 東　部 千葉県 無所属

14 11131314 B 阿部　啓二 阿部　久美子 東　部 東京都 無所属

15 11143880 C 白戸　隆雄 織田　ちえ子 東　部 神奈川県 無所属

16 11132495 B 江口　正 藤原　恵美子 東　部 東京都 ＥｘＤ

17 11087407 B 住田　翔 秋積 彩 東　部 神奈川県 無所属

18 11097361 B 大賀　ゆう 大賀　なお 東　部 栃木県 無所属

19 11147361 B 小塩　隼人 小塩　知幸 東　部 神奈川県 無所属

20 11147435 C 小原 晃一 勝俣 花菜 東　部 神奈川県 無所属

21 11147256 B 清水　勇洋 清水　季子 東　部 東京都 無所属

22 11117761 B 松葉　正文 加賀美　良子 東　部 埼玉県 無所属

23 11117717 B 三瓶　友則 浦田　和美 東　部 埼玉県 無所属

24 11137741 B 中村　能基 佐藤　香織 東　部 東京都 無所属

25 11127598 C 加賀谷　優 松崎　真理 東　部 千葉県 無所属

26 11127516 B 川崎　貴文 山田　梨奈 東　部 千葉県 無所属

27 11137585 B 川尻　幸司 長島　洋子 東　部 東京都 無所属

28 11127579 B 押田　章利 大野　菜々子 東　部 千葉県 無所属

29 11117712 B 大熊　海渡 蓮田　陽香 東　部 東京都 無所属

30 11147212 B 麻生　泰弘 本山　美希 東　部 神奈川県 無所属

31 11087212 C 黒田　宏夫 黒田　建子 東　部 茨城県 無所属
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日　付
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1 11084549 C 河口　幸雄 河口　由美 東　部 茨城県 無所属

2 11147010 C 菊地　健男 河内　登志子 東　部 神奈川県 無所属

3 11083078 C 丸井　忠夫 藤井　とし子 東　部 茨城県 無所属

4 11137857 C 遊佐 飛係 遊佐 美優子 東　部 東京都 学　連

5 11117579 C 小林　敏昭 小林　ユキエ 東　部 埼玉県 無所属

6 11137604 C 浜田　宣明 坂田　みどり 東　部 埼玉県 無所属

7 11127041 C 向井　誠一郎 加藤　邦子 東　部 千葉県 無所属

8 11133398 C 内川　智 内川　晶子 東　部 東京都 無所属

9 11137059 C 横田　孝好 中村　麻理美 東　部 東京都 無所属

10 11137070 C 帆足　英司 帆足　洋子 東　部 東京都 無所属

11 11145602 C 八重樫　昌利 八重樫　千恵 東　部 神奈川県 ＭＷ

12 11147314 D 佐々木　裕一 下井田　裕子 東　部 神奈川県 無所属

13 11137378 C 勝見　瞬 二ノ宮 令子 東　部 東京都 無所属

14 11137464 C 国井　俊夫 山田　君子 東　部 東京都 無所属

15 11071711 C 中島　栄英 山中 梨華 東　部 福島県 無所属

16 11137845 C 遠藤 顕広 高橋 奈津美 東　部 東京都 無所属

17 11127394 C 片山　英雄 及川　和恵 東　部 千葉県 無所属

18 11147385 C 橘　悠紀 玉城　真紀 東　部 神奈川県 無所属

19 11141881 C 林　崇徳 林　世子 東　部 神奈川県 無所属

20 11125905 C 臼田　信一 藤林　久仁子 東　部 千葉県 無所属

21 11147161 C 小林　孝雄 小林　初美 東　部 神奈川県 無所属

22 11115342 C 小口　修一 平山　知江 東　部 埼玉県 無所属

23 11145659 C 橋本　泰明 水谷　裕美 東　部 神奈川県 無所属

24 11127137 C 猪瀬　幸市 猪瀬　裕子 東　部 千葉県 無所属

25 11133782 C 稲田　満臣 安藤　節子 東　部 東京都 無所属

26 11137839 D 廣田　徹志 武居　優希 東　部 東京都 無所属

27 11115629 C 川口　憲一 川口　晶子 東　部 埼玉県 無所属

28 11137318 C 濱野　宗貞 岡本　千鶴 東　部 東京都 無所属

29 11137282 C 木竜　重信 安居院　徳子 東　部 新潟県 無所属

30 11113717 C 村松　洋 村松　晶子 東　部 埼玉県 Ｎ・ＤＳ

31 11132386 C 江原　幸一 江原　清美 東　部 東京都 無所属

32 11113679 C 伊藤　篤 伊藤　博美 東　部 埼玉県 無所属

33 11117516 C 髙柳　正彦 安井　美佳 東　部 埼玉県 無所属

34 11136515 C 熊谷　善徳 熊谷　美知子 東　部 東京都 無所属

35 11146554 C 村社　一夫 村社　恵子 東　部 神奈川県 無所属

36 11146859 C 鈴木　博之 武田　深芳 東　部 神奈川県 無所属

37 11145900 C 三田村　泰秀 志摩　佳子 東　部 神奈川県 無所属

38 11117528 C 阿諏訪　容之 大山　玲子 東　部 神奈川県 無所属

39 11145540 C 杉本　英和 杉本　直子 東　部 神奈川県 無所属

40 11134898 C 齋木　登 齋木　ひろみ 東　部 東京都 無所属

41 11116196 C 山崎　芳孝 河野　幸代 東　部 埼玉県 無所属

42 11117131 C 村田　吉生 高橋　由美子 東　部 埼玉県 無所属

43 11137565 C 板谷　裕志 鳥居　智重子 東　部 東京都 無所属

44 11116070 C 岡田　洋 永田　聖子 東　部 埼玉県 無所属

45 11087312 C 中村　猛 中村　典子 東　部 茨城県 無所属

46 11117620 C 笠原　諭 笠原　比奈子 東　部 東京都 無所属

47 11147437 C 吉田 周平 吉田 有沙 東　部 神奈川県 無所属

48 11040435 C 秋葉　康弘 米山　美保 東　部 東京都 無所属

49 11147435 C 小原 晃一 勝俣 花菜 東　部 神奈川県 無所属

50 11097353 C 渡辺　靖志 山林　ゆかり 東　部 栃木県 無所属

大さん橋ホール Ｃ級ダンス競技会

2022/05/08   【アマ】ラテンアメリカン
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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

大さん橋ホール Ｃ級ダンス競技会

2022/05/08   【アマ】ラテンアメリカン

51 11147381 C 小野　純一 福原　弘恵 東　部 神奈川県 無所属

52 11147266 C 西田　昌晴 徳永　佳子 東　部 神奈川県 無所属

53 11087212 C 黒田　宏夫 黒田　建子 東　部 茨城県 無所属

54 11135537 C 幸重　憲治 幸重　陽子 東　部 東京都 無所属

55 11117789 C 町田　篤人 山﨑　笑夢 東　部 埼玉県 無所属

56 11136291 C 清水　健司 小森　利子 東　部 東京都 無所属

57 11137043 C 小平　省二 小平　真弓 東　部 東京都 無所属

58 11137809 C 藤山　秀人 田島　玖実子 東　部 東京都 無所属

59 11147258 C 石田　憲弘 椎名　由美 東　部 神奈川県 無所属
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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 11136515 D 熊谷　善徳 熊谷　美知子 東　部 東京都 無所属

2 11120849 D 古山　正三 桃井　道子 東　部 千葉県 無所属

3 11134332 D 宇田川　久 河合　美津子 東　部 神奈川県 無所属

4 11197030 D 新名　好教 小俣　喜美枝 東　部 山梨県 無所属

5 11144817 D 山岸　昌彦 山岸　みどり 東　部 神奈川県 無所属

6 11147118 D 盛屋　喜夫 盛屋　勢津子 東　部 神奈川県 無所属

7 11127473 D 伊勢田　明彦 伊勢田　和子 東　部 埼玉県 無所属

8 11127580 D 今関　美光 今関　まり子 東　部 千葉県 無所属

9 11147260 D 鷺谷　学 森安　幸子 東　部 神奈川県 無所属

10 11117772 D 加納　啓次 川辺　和枝 東　部 埼玉県 無所属

11 11137556 E 滝下　司 大城　小住萌 東　部 東京都 無所属

12 11117778 D 藤山　大輔 板橋　利紗 東　部 埼玉県 無所属

13 11125905 D 臼田　信一 藤林　久仁子 東　部 千葉県 無所属

14 11133755 D 後藤　秀朋 後藤　和子 東　部 東京都 ＭＷ

15 11115391 D 吉田　徹夫 吉田　和子 東　部 埼玉県 無所属

16 11133163 D 鈴木　弘一 相京　喜代子 東　部 東京都 ＭＷ

17 11087180 D 冨楽　隆 荻野　美佐子 東　部 茨城県 無所属

18 11147245 D 伊藤　啓二 伊藤　篤子 東　部 神奈川県 無所属

19 11136114 D 橘　良宏 橘　範子 東　部 東京都 無所属

20 11136192 D 山下　時数 野本　道枝 東　部 東京都 無所属

21 11137839 D 廣田　徹志 武居　優希 東　部 東京都 無所属

22 11144028 D 須藤　英一 森川　美那子 東　部 埼玉県 無所属

23 11137204 E 森島　博三 高橋　純子 東　部 東京都 無所属

24 11127394 D 片山　英雄 及川　和恵 東　部 千葉県 無所属

25 11116354 D 大村　隆 加藤　実智子 東　部 東京都 無所属

26 11147266 D 西田　昌晴 徳永　佳子 東　部 神奈川県 無所属

27 11106446 D 福田　隆 金子　富美子 東　部 群馬県 無所属

28 11127427 D 手賀　滋 久保添　宜子 東　部 千葉県 無所属

29 11127430 D 山﨑　和良 唐　美華 東　部 千葉県 無所属

30 11146298 D 斉藤　義明 青井　直美 東　部 神奈川県 無所属

31 11116317 D 千明　眞雄 南川　美恵子 東　部 埼玉県 無所属

32 11136068 D 岡田　嘉隆 澤田　八千代 東　部 東京都 無所属

33 11145864 D 小山　卓夫 菅野　裕子 東　部 千葉県 無所属

34 11145900 D 三田村　泰秀 志摩　佳子 東　部 神奈川県 無所属

35 11137803 E 上村　柱一郎 小林　里緒 東　部 東京都 無所属

36 11137836 D 本間　陽太 鈴木　佳奈 東　部 東京都 無所属

37 11117579 D 小林　敏昭 小林　ユキエ 東　部 埼玉県 無所属

38 11126405 D 渡辺　央 渡辺　聰子 東　部 千葉県 無所属

39 11117180 D 鈴木　成治 杉山　文江 東　部 埼玉県 無所属

40 11115637 D 斉藤　忠雄 梶間　静江 東　部 埼玉県 無所属

41 11126483 D 有坂　英明 有坂　恵子 東　部 千葉県 無所属

42 11137136 D 藤野　茂 藤野　春子 東　部 東京都 無所属

43 11127137 D 猪瀬　幸市 猪瀬　裕子 東　部 千葉県 無所属

44 11136053 D 井上　敏明 井上　菜穂子 東　部 東京都 無所属

45 11137203 D 多田　英之 宇藤　貞子 東　部 東京都 無所属

46 11143802 D 金谷　雅夫 青木　順子 東　部 神奈川県 無所属

47 11147232 E 蛯名　毅 石多　慶子 東　部 神奈川県 無所属

48 11133994 D 森坂　照勝 松村　敏子 東　部 東京都 無所属

49 11147062 D 大塚　勉 三村　輝美 東　部 神奈川県 無所属

50 11125515 D 菊地　勲 森元　静子 東　部 千葉県 無所属

大さん橋ホール Ｄ級ダンス競技会

2022/05/08   【アマ】スタンダード
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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

大さん橋ホール Ｄ級ダンス競技会

2022/05/08   【アマ】スタンダード

51 11116070 D 岡田　洋 永田　聖子 東　部 埼玉県 無所属

52 11137464 D 国井　俊夫 山田　君子 東　部 東京都 無所属

53 11127393 D 石山　律男 髙橋 千恵子 東　部 千葉県 無所属

54 11113679 D 伊藤　篤 伊藤　博美 東　部 埼玉県 無所属

55 11117748 D 高島　学 古明地　直美 東　部 神奈川県 無所属

56 11136178 D 佐藤　三郎 佐藤　一枝 東　部 東京都 無所属

57 11107301 D 金井　英男 金井　いち子 東　部 群馬県 無所属

58 11147059 D 越村　輝夫 西尾　栄子 東　部 神奈川県 無所属

59 11137838 E 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

60 11127440 D 佐原　三夫 佐原　光江 東　部 千葉県 無所属

61 11120577 D 吉田　幸雄 高濱　文子 東　部 千葉県 無所属

62 11147050 D 宮崎　一茂 横倉　紀子 東　部 神奈川県 無所属

63 11137848 D 保坂 吉一 丸山 真弓 東　部 東京都 無所属

64 11115922 D 小泉　光行 湯浅　恵理子 東　部 埼玉県 無所属

65 11137600 D 鈴木　健 鈴木　薫子 東　部 東京都 無所属

66 11114026 D 宮本　博史 岩瀬　和子 東　部 埼玉県 無所属

67 11145982 D 杉原　定男 斉藤　美千代 東　部 神奈川県 無所属

68 11146250 D 小髙　博 小髙　知恵子 東　部 神奈川県 無所属

69 11136056 D 宇野　晃司 中西　純子 東　部 埼玉県 無所属

70 11147437 D 吉田 周平 吉田 有沙 東　部 神奈川県 無所属
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出場選手名簿 (6)

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 11137803 E 上村　柱一郎 小林　里緒 東　部 東京都 無所属

2 11147135 E 石田　英三 城所　政子 東　部 神奈川県 無所属

3 11137838 E 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

4 11137556 E 滝下　司 大城　小住萌 東　部 東京都 無所属

5 11147403 E 谷　茂秋 成田　奈津希 東　部 神奈川県 無所属

6 11137204 E 森島　博三 高橋　純子 東　部 東京都 無所属

7 11147232 E 蛯名　毅 石多　慶子 東　部 神奈川県 無所属

8 11117786 E 北島 翔 北島 杏奈 東　部 埼玉県 無所属

9 11147289 E 和田　全浩 和田　潤子 東　部 神奈川県 無所属

大さん橋ホール Ｅ級ダンス競技会

2022/05/08   【アマ】スタンダード
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出場選手名簿 (7)

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 11137850 E 福井 彰宏 當間 由美 東　部 東京都 無所属

2 11117786 E 北島 翔 北島 杏奈 東　部 埼玉県 無所属

3 11127637 E 渡邉　悠太 片岡　まりの 東　部 千葉県 無所属

4 11137838 E 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

大さん橋ホール Ｅ級ダンス競技会

2022/05/08   【アマ】ラテンアメリカン
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出場選手名簿 (8)

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 N 木部　哲男 木部　美和 未登録

2 N 鵜飼　武志 金子　裕美 未登録

3 N 中田　涼太 林　和加子 未登録

4 N Pereira Lopez Miguel 池田　智子 未登録

5 N 二瓶　啓太 木名瀬　悠希 未登録

6 N 紺野　翔太 中村　稜子 未登録

7 N 小橋　義紀 淡路　佳代子 未登録

8 N 吉田　康行 山中　明子 未登録

9 N 武内　研聖 降旗　沙季 未登録

10 N 林　尚希 樋浦　うらら 未登録

11 N 渡邉　悠太 片岡　まりの 未登録

12 N 矢野　貴大 小川　真代 未登録

13 N 吉田　隆晃 宍戸　亜衣 未登録

14 N 川合　靖洋 細井　裕美 未登録

大さん橋ホール ノービスダンス競技会

2022/05/08   【アマ】スタンダード
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出場選手名簿 (9)

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 N 矢野　貴大 小川　真代 未登録

2 N 吉田　康行 山中　明子 未登録

3 N 木部　哲男 木部　美和 未登録

4 N Pereira Lopez Miguel 池田　智子 未登録

5 N 紀国　武志 佐藤　由香 未登録

6 N 武内　研聖 降旗　沙季 未登録

7 N 中田　涼太 林　和加子 未登録

大さん橋ホール ノービスダンス競技会

2022/05/08   【アマ】ラテンアメリカン
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