
出場選手名簿

マダム・ローカップ統一全日本ダンス選手権大会

ボールルーム エントリー受付番号

受付番号 リーダー名 パートナー 名

1 川木　剛 正木　千恵

2 小川　芳信 小川　沙織

3 坂本　英範 小黒　奈々

4 小原　正大 小原　香織

5 井﨑　健太 井﨑　沙織

6 松本　正人 横山　かおり

7 新井　透 新井　一恵

8 三木　真 鈴木　善子

9 北岸　賢明 長内　智子

10 杉野　貴史 ＩＲＥＰ

11 友井田　将来 小野田　のぞみ

12 田松　周一郎 花盛　香織

13 福田　裕一 エリザベス　グレイ

14 白神　淳 石口　瑞恵

15 田中　雅人 田中　くるみ

16 岡田　直人 若槻　絵里子

17 松崎　裕太朗 佐竹　かおる

18 鈴木　貴雄 中本　直美

19 室伏　宏明 青沼　彩

20 成田　学 佐藤　愛子

21 後藤　啓太 後藤　深雪

22 加賀　雄大 加賀　康子

23 田那村　隆之 森　楓

24 新井　優斗 森　由希

25 小林　恒路 赤沼　美帆

26 石田　剛 石田　貴子

27 小野澤　玲太 宇佐見　裕子

28 ジョン　ユンホ 渡辺　奈緒美

29 福田　健一郎 深井　千浩

30 山﨑　航 遠山　理紗

31 小松　拓哉 小松　七菜

32 佐藤　純平 亀山　聡美

33 大内　彰太 初瀬川　千夏

34 金野　哲也 井之口　香織

35 若代　愼 辰巳　友莉亜

36 貫名　強 柴原　まりこ

37 石木　健太 中井　千嘉

38 田中　大輔 太田　郁奈

39 田原　真彦 馬渕　舞

40 榎田　隆宏 加藤　冴英

41 蒲生　将史 比嘉　那美

42 大谷　亮弥 井上　奈美

43 森田　飛鷹 石井　友梨香

44 原田　浩史 滝田　智子

45 北之坊　太郎 藤原　佳穂里

46 波田　悠介 栗田　優香

47 廣島　悠仁 石渡　ありさ

48 泉　勇麻 松島　由季

49 松井　滉貴 溝根　りさ

50 寒河江　貴大 熊木　美和
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出場選手名簿

マダム・ローカップ統一全日本ダンス選手権大会

ボールルーム エントリー受付番号
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51 景山　雄紀 和田　有可

52 醍醐　秀忠 鈴木　奈津美

53 藤田　洋平 三浦　弥生

54 日比野　湧 新藤　光

55 アングル　相貴 菊田　和嘉子

56 川島　知也 竹之内　舞美

57 田沢　拓都 牧野　莉子

58 阿野　翔太 河内　春香

59 鈴木　隼 鈴木　恵

60 大西　亘 大西　ちかる

61 山本　章絡 池田　有妃

62 石橋　龍馬 石橋　あやか

63 二宮　政弥 寺西　祐希

64 山先　充芳 武田　佳子

65 工藤　洋司 工藤　亜由未

66 藤家　浩史 藤家　繭

67 島田　寛隆 村松　明香

68 橋本　剛 恩田　恵子

69 園原　正和 谷　千恵美

70 田中　健太郎 三田　聡美

71 竹田　昌史 竹田　諒子

72 爲國　和也 中村　雅愛

73 清水　太地 清水　早紀

74 金丸　進悟 矢口　紗羅

75 村上　大介 村上　優子

76 荻須　智広 八木　あか里

77 曽根　慎 石井　千尋

78 大橋　耕次郎 伊藤　桃花

79 吉田　樹史 内田　晶子

80 橋爪　悠 常國　ほのか

81 山本　武 竹中 千乃

82 山田　伸彦 山田　小百合

83 小野　大輔 中村　佳菜

84 三上　和久 川又　千佳

85 本多　覚 本多　美季

86 樋口　暢哉 柴田　早綾香

87 石原　正敏 横山　晴巳

88 山本　千博 大吉　優華

89 池本　規恒 樫本　真実

90 恩田　時央 伊東　夕奈

91 木村　勇 伊藤　みずほ

92 保坂　直伸 保坂　佳奈

93 羽村　康弘 中原　千景

94 藤井　俊幸 谷本　恵理

95 光田　晋 水元　美穂

96 長島　玄起 鈴木　英香

97 金久保　幸夫 勝山　エミ

98 渡辺　勝彦 加島　久乃

99 髙田　信行 荻野　俊子

100 津々路　大介 大八木　沙里
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101 松田　時和 佐原　佑衣

102 菊池　和春 酒井　恵美

103 浦口　和仁 城下　桜子

104 宮藤　広 宮藤　裕子

105 松下　吉志 藤堂　紀里

106 勝俣　広 札　京子

107 高橋　元彦 五明　幸子

108 打越　美智夫 打越　珠恵

109 三上　芳弘 小山　百合子

110 水出　光 雨宮　可奈

111 杉村　浩也 山梨　智美

112 岩田　亮二 加崎　万智

113 山口　慎介 大津久　綾子

114 田口　裕登 榎田　真麻

115 新里　真明 新里　久美子

116 蜷川　勝俊 新妻　由紀

117 栗原　秀雄 大山　聡子

118 櫻井　朝之 櫻井　サオリ

119 丸本　崇博 竹内　智世美

120 加納　栄治 加納　恵理

121 安部　邦臣 安部　弥美

122 藤井　崇裕 堀田　まどか

123 杉山　勇 杉山　美樹

124 越川　真人 越川　民子

125 石井　誠治 石井　あさみ

126 朝増　拓哉 中川　千秋

127 川口　剛 小林　春香

128 水口　直哉 水口　理佳子

129 毛塚　陽康 毛塚　美穂
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出場選手名簿 (2)

マダム・ローカップ統一全日本ダンス選手権大会

ラテンアメリカン エントリー受付番号

受付番号 リーダー名 パートナー 名

1 瀬底　正太 堀川　真琴

2 新井　健伊稚 新井　由紀子

3 清水　基允 丸市　美幸

4 保栄茂　勝己 井上　直子

5 中島　光一 奥山　智美

6 田中　直樹 石川　真理子

7 後藤　洋平 蒲生　智美

8 日暮　健二 久保田　裕美

9 須藤　達矢 庄司　まゆ

10 佐伯　歩人 斉藤　三世

11 西村　嘉月維 松村　京花

12 足立　裕一 櫻井　優子

13 高野　正武 吉田　稲美

14 猿田　雄二 久保田　幸

15 竹内　大夢 中島　由貴

16 夏見　和彦 日髙　麻衣子

17 佐倉　奈雄斗 松原　優

18 中村　明生 佐藤　恵子

19 太田　喜之 宮﨑　茉莉亜

20 若松　祐樹 藤澤　翠美花

21 落合　哲朗 魚谷　えりか

22 森田　銀河 小和田　愛子

23 佐藤　航 新田　藍

24 岡本　圭祐 塚越　あみ

25 久野　将也 降旗　友希

26 佐藤　和亀 工藤　周子

27 立石　啓 露口　美咲

28 川原田　亮 杉下　苑未

29 宮本　敦史 杉本　朋子

30 三室　雄司 武藤　慶子

31 髙野　大樹 加藤　奈々

32 早瀬　仁 笹生　稀子

33 宮内　隼輔 尾崎　沙織

34 日野　雄樹 天野　友莉香

35 玉井　征爾 岩澤　桃子

36 伊藤　光 中川　サリ

37 山﨑　博道 輿石　美穂

38 中村　公紀 大塩　香澄

39 野村　直人 山﨑　かりん

40 安田　充希 日髙　空

41 舘　紳也 川合　真桜子

42 瀧澤　昂志 松田　李佳子

43 佐藤　陽大 山口　玲央奈

44 関　勇人 長谷川　真希

45 服部　一眞 牧野　果礼

46 高橋　将貴 髙島　琴乃

47 澤入　渓太 浜島　あみ

48 鈴木　勇人 高辻　なつみ

49 永島　啓矢 宮﨑　佑希

50 八谷　和樹 皆川　円

統一全日本ダンス選手権
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出場選手名簿 (2)

マダム・ローカップ統一全日本ダンス選手権大会

ラテンアメリカン エントリー受付番号

受付番号 リーダー名 パートナー 名

統一全日本ダンス選手権

51 松尾 城偉 加藤 萌美

52 彦坂 優太 髙橋　未来

53 黒野　朝洋 山田　佳奈

54 齋藤　健斗 小川　佳苗

55 澤井　優也 丸野　詩織

56 田川　貴一 安東　ニシャ

57 松下　学 伊熊　詩織

58 松田　容典 松田　仁美

59 宇治　鉄平 芦田　佳代子

60 宮崎　彰信 宮武　樹

61 山口　隆久 上杉　真由

62 櫛田　隆広 大田　紗佑里

63 土川　耕平 河端　恵利子

64 菅　大輔 奥村　ケイト

65 藤原　健太 桑原　由佳

66 堂谷　勇介 堂谷　悦子

67 藪下　恭輔 鈴木 万紀子

68 正谷　恒揮 齋藤　愛

69 大鐘　雅士 岩本　沙稀

70 正谷　幸久 堀井　桜

71 三上 哲史 Jasmiya

72 川東 慎太郎 榮岩 茉莉那

73 佐藤　文紀 佐藤　裕子

74 川村　祐太 西村　文花

75 西山　ウィル 清田　智美

76 細川　淳也 木野　愛弓

77 藤井　洋介 日向　玲奈

78 中川　真仁 まりね

79 中村　将太 中村　雪

80 歩浜　敏夫 松浦　のぞみ

81 青田　昂 青田　果林

82 加藤　義人 小林　維斗

83 鈴木　康友 鈴木　海美

84 吉田　隆三 川上　陽子

85 Ｆｌａｖｉｏ　Ｎｕｎｅｓ 安齋　美紀

86 橋本　聡太 大山　真莉乃

87 八束　権造 村田　ゆか

88 八重樫　寛由 中村　恵理子

89 西本　圭佑 牧野　七星

90 木下　聡明 山内　砂穂

91 田中　航介 成澤　夏帆

92 平野　将貴 久間木　夏奈

93 安井　建 中川　洋子

94 石川　浩之 菅野　純代

95 徳田　博憲 徳田　円香

96 武田　葵 坪井　みみ

97 澤　直樹 松下　奈央

98 岡田　巧 境井　里枝

99 加藤　裕哉 小川　舞子

100 森　昌太 沖本　梨江
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101 伊藤　毅 伊藤　ハルミ

102 櫻井　美規雄 久門　瑞季

103 石川　典哉 石川　奈津子

104 手塚　順一 佐々木　実穂
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