
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 01001047 C 岩間　忠 小野崎　宏子 東　部 な　し ＭＢＫ

2 01001412 A 畑中　敦行 西尾　明日香 東　部 な　し ＧＣ

3 01001519 B 小川　芳信 小川　沙織 東　部 なし ＶＶＤ

4 01001602 A 井﨑　健太 井﨑　沙織 東　部 な　し ＳＤ

5 01001656 A 松本　正人 横山　かおり 東　部 な　し ＭＢＫ

6 01001677 A 新井　透 新井　一恵 東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

7 01001689 A 三木　真 鈴木　善子 東　部 な　し ＴＷＤ

8 01001693 C 北岸　賢明 長内　智子 東　部 な　し ＰｈＤ

9 01001744 A 杉野　貴史 ＩＲＥＰ 東　部 な　し ＭＷ

10 01001770 C 茅野　博行 茅野　仁美 東　部 な　し ＮＣＤ

11 01001862 A 白神　淳 石口　瑞恵 東　部 な　し ＳＤ

12 01001929 A 岡田　直人 若槻　絵里子 東　部 な　し ＰｈＤ

13 01001981 A 松崎　裕太朗 佐竹　かおる 東　部 な　し ＰｈＤ

14 01001989 A 末安　祐一郎 木村　友華 東　部 な　し ＤＭ

15 01002022 C 鬼束　剛 原田　摩須美 東　部 な　し ＧＣ

16 01002025 A 室伏　宏明 青沼　彩 東　部 な　し ＭＷ

17 01002027 B 成田　学 佐藤　愛子 東　部 な　し ＳＤ

18 01002063 B 加賀　雄大 加賀　康子 東　部 なし ＥｘＤ

19 01002076 B 田那村　隆之 森　楓 東　部 な　し ＮＣＤ

20 01002081 A 菅谷　和貴 尾崎　育代 東　部 な　し ＮＣＤ

21 01002096 A 小林　恒路 赤沼　美帆 東　部 な　し ＶＶＤ

22 01002100 B 石田　剛 石田　貴子 東　部 な　し ＤＪ

23 01002108 B 山上　健太 岩坪　玲加 東　部 な　し ＭＷ

24 01002131 B ジョン　ユンホ 渡辺　奈緒美 東　部 な　し ＳＤ

25 01002144 A 小松　拓哉 小松　七菜 東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

26 01002155 A 佐藤　純平 亀山　聡美 東　部 な　し ＰｈＤ

27 01002206 A 貫名　強 柴原　まりこ 東　部 な　し ＳＤ

28 01002221 B 石木　健太 中井　千嘉 東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

29 01002240 A 田中　大輔 太田　郁奈 東　部 な　し ＧＣ

30 01002245 B 三浦　捷人 安樂城　奈智 東　部 な　し ＧＣ

31 01002250 B 榎田　隆宏 加藤　冴英 東　部 な　し ＭＢＫ

32 01002262 C 香椎　健人 中村　真理子 東　部 な　し ＥｘＤ

33 01002264 C 蒲生　将史 比嘉　那美 東　部 な　し ＭＷ

34 01002265 B 大谷　亮弥 井上　奈美 東　部 な　し ＶＶＤ

35 01002266 A 森田　飛鷹 石井　友梨香 東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

36 01002268 B 新井　洸樹 三木　すみれ 東　部 な　し ＤＭ

37 01002273 B 北之坊　太郎 藤原　佳穂里 東　部 な　し ＳＤ

38 01002285 A 廣島　悠仁 石渡　ありさ 東　部 なし ＶＶＤ

39 01002307 C 岸田　竜吾 伊藤　沙弥香 東　部 な　し ＳＤ

40 01002324 B 松井　滉貴 溝根　りさ 東　部 なし ＳＤ

41 01002333 B 古川　利幸 栗原　桃子 東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

42 01002347 C 醍醐　秀忠 鈴木　奈津美 東　部 な　し ＥｘＤ

43 01002356 B 姜　程程 宮里　咲好 東　部 な　し ＰｈＤ

44 01002359 A 藤田　洋平 三浦　弥生 東　部 なし Ｎ・ＤＳ

45 01002366 B アングル　相貴 菊田　和嘉子 東　部 な　し ＶＶＤ

46 01002375 A 川島　知也 竹之内　舞美 東　部 な　し ＳＤ

47 01002382 B 阿野　翔太 河内　春香 東　部 な　し 無所属
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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 01001450 A 進藤　博信 今村　眞起美 東　部 なし ＴＷＤ

2 01001552 C 石川　正和 森山　真弓 東　部 なし Ｎ・ＤＳ

3 01001575 A 小山　比呂志 榊　美央 東　部 な　し ＳＤ

4 01001813 B 岸　はやと 岸　さつき 東　部 な　し ＤＪ

5 01001855 A 清水　基允 丸市　美幸 東　部 な　し ＥｘＤ

6 01001930 A 中島　光一 奥山　智美 東　部 なし ＭＢＫ

7 01001946 B 田中　直樹 石川　真理子 東　部 な　し ＰｈＤ

8 01001953 B 後藤　洋平 蒲生　智美 東　部 な　し ＶＶＤ

9 01001970 B 日暮　健二 久保田　裕美 東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

10 01002005 A 須藤　達矢 庄司　まゆ 東　部 な　し ＥｘＤ

11 01002011 B 佐伯　歩人 斉藤　三世 東　部 な　し ＴＷＤ

12 01002021 A 西村　嘉月維 松村　京花 東　部 な　し ＴＷＤ

13 01002022 C 鬼束　剛 原田　摩須美 東　部 な　し ＧＣ

14 01002057 A 寺倉　憲 桜田　泉 東　部 な　し ＰｈＤ

15 01002058 B 平賀　淳也 平賀　かおり 東　部 な　し ＩＢＤ

16 01002093 A 猿田　雄二 久保田　幸 東　部 な　し ＴＷＤ

17 01002102 A 高橋　祐貴 的場　永峯 東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

18 01002106 A 相田　和也 川上　舞子 東　部 な　し ＰｈＤ

19 01002127 B 夏見　和彦 日髙　麻衣子 東　部 なし 無所属

20 01002128 A 香積　佑樹 坂内　咲織 東　部 な　し ＤＭ

21 01002132 A 佐倉　奈雄斗 松原　優 東　部 な　し ＮＣＤ

22 01002172 B 若松　祐樹 藤澤　翠美花 東　部 な　し ＥｘＤ

23 01002185 B 佐藤　航 新田　藍 東　部 な　し ＭＷ

24 01002192 A 岡本　圭祐 塚越　あみ 東　部 な　し ＥｘＤ

25 01002205 A 久野　将也 降旗　友希 東　部 な　し ＭＢＫ

26 01002237 C 鈴木　隆夫 坂本　真紀 東　部 な　し 無所属

27 01002243 A 髙野　大樹 加藤　奈々 東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

28 01002245 B 三浦　捷人 安樂城　奈智 東　部 な　し ＧＣ

29 01002247 A 宮内　隼輔 尾崎　沙織 東　部 な　し ＥｘＤ

30 01002286 A 玉井　征爾 岩澤　桃子 東　部 な　し ＶＶＤ

31 01002296 A 山﨑　博道 輿石　美穂 東　部 な　し ＤＭ

32 01002305 A 中村　公紀 大塩　香澄 東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

33 01002322 B 安田　充希 日髙　空 東　部 な　し ＧＣ

34 01002323 B 舘　紳也 川合　真桜子 東　部 な　し 無所属

35 01002332 B 佐藤　陽大 山口　玲央奈 東　部 な　し ＶＶＤ

36 01002364 B 服部　一眞 牧野　果礼 東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

37 01002372 B 高橋　将貴 髙島　琴乃 東　部 な　し ＴＷＤ

38 01002373 B 澤入　渓太 浜島　あみ 東　部 な　し ＥｘＤ

39 01002375 B 川島　知也 竹之内　舞美 東　部 な　し ＳＤ

40 01002376 A 鈴木　勇人 高辻　なつみ 東　部 な　し 無所属

41 01002377 B 永島　啓矢 宮﨑　佑希 東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

42 01002378 B 栁田　一気 松本　純菜 東　部 な　し ＤＭ

43 01002381 A 八谷　和樹 皆川　円 東　部 な　し ＤＭ

44 01002384 C 松尾 城偉 加藤 萌美 東　部 な　し 無所属

45 01002385 C 大矢　健太 寿　涼雅 東　部 なし ＴＷＤ

46 01002390 C 澤田　勇 高見　柚季 東　部 なし 無所属

47 01002391 D 西山　敏樹 佐藤　美樹 東　部 なし 無所属
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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

1 11137604 C 浜田　宣明 坂田　みどり 東　部 埼玉県 無所属

2 11117612 A 加地　渉 今橋　紗希 東　部 埼玉県 無所属

3 11127601 B 柏木　芳則 柏木　絵美 東　部 千葉県 無所属

4 11147276 B 村内　洋平 村内　智子 東　部 神奈川県 無所属

5 11137419 C 阪田　一磨 植木　絵美子 東　部 東京都 無所属

6 11137194 A 大東　哲平 大東　にに 東　部 神奈川県 無所属

7 11127431 B 松浦　忠則 松浦　裕子 東　部 千葉県 無所属

8 11157408 C 東田　昇 杉山　早苗 東　部 新潟県 無所属

9 11137835 C 早川　光成 五藤　里緒 東　部 東京都 無所属

10 11127526 A 高原　範之 臼杵　綾夏 東　部 東京都 無所属

11 11147425 B 井川　毅 小斉平　ひな 東　部 神奈川県 無所属

12 11147398 A 本間　貴人 鈴木　舞 東　部 東京都 無所属

13 11137843 C 佐藤 力也 髙坂 真夏 東　部 東京都 無所属

14 11137690 B 四宮　権一 吉田　有希 東　部 東京都 無所属

15 11040659 B 水野　康介 下村　貴子 東　部 埼玉県 無所属

16 11147224 B 田中　哲男 岡本　眞由美 東　部 神奈川県 無所属

17 11117777 A 前田　康人 前田　舞 東　部 埼玉県 無所属

18 11147381 B 小野　純一 福原　弘恵 東　部 神奈川県 無所属

19 11147379 B 田畑　芽吹 若島　倫子 東　部 神奈川県 無所属

20 11137527 B 椙本　泰介 宮内　めぐみ 東　部 東京都 Ｎ・ＤＳ

21 11137836 C 本間　陽太 鈴木　佳奈 東　部 東京都 無所属

22 11087289 A 渡部　正光 渡部　典子 東　部 茨城県 無所属

23 11060136 B 木村　孝太 木村　千花 東　部 東京都 無所属

24 11117724 B 相澤　大輔 尾形　徳子 東　部 埼玉県 無所属

25 11137556 C 滝下　司 大城　小住萌 東　部 東京都 無所属

26 11127504 B 大嶋　隆義 秋吉　花音 東　部 千葉県 無所属

27 11147209 A 佐藤　裕一 髙橋　麻衣子 東　部 東京都 無所属

28 11137368 C 村田　憲昭 花咲　舞 東　部 東京都 無所属

29 11142472 B 髙谷　大輔 髙谷　珠美 東　部 神奈川県 無所属

30 11137773 C 安達　遥一 安達　夏海 東　部 東京都 無所属

31 11147322 B 河内　亮磨 松下　梨花子 東　部 東京都 無所属

32 11147420 A 渡辺　順也 渡辺　香 東　部 神奈川県 無所属

33 11147410 C 喜藤　雄介 木村　那帆 東　部 東京都 無所属

34 11137481 B 渡邉　豊章 土屋　百恵 東　部 神奈川県 無所属

35 11040315 B 髙橋　幸治 壱岐　いづみ 東　部 宮城県 無所属

36 11123254 A 大久保　尚浩 渡邉　萌 東　部 千葉県 無所属

37 11137806 C 大前　恵一朗 大前　智子 東　部 東京都 無所属

38 11137683 B 湯澤　夏樹 湯澤　珠里 東　部 茨城県 無所属

39 11147343 B 矢ヶ﨑　大地 細田　あゆみ 東　部 神奈川県 無所属

40 11137023 A 石田　茂之 矢野　美帆子 東　部 埼玉県 Ｎ・ＤＳ

41 11117759 B 澤井　拓 中島　陽佳 東　部 東京都 無所属

42 11137684 A 藤田　和大 藤田　真理子 東　部 東京都 無所属
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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 11127516 B 川崎　貴文 山田　梨奈 東　部 千葉県 無所属

2 11137556 A 滝下　司 大城　小住萌 東　部 東京都 無所属

3 11117717 B 三瓶　友則 浦田　和美 東　部 埼玉県 無所属

4 11142756 B 古川　信俊 郷戸　悦子 東　部 神奈川県 無所属

5 11137845 C 遠藤 顕広 高橋 奈津美 東　部 東京都 無所属

6 11127456 A 佐藤　貴也 竹内　緑 東　部 千葉県 無所属

7 11137759 B 畑上　和輝 平野　慧 東　部 東京都 無所属

8 11117788 D 阿部　快聖 福田　梨乃 東　部 埼玉県 無所属

9 11127579 B 押田　章利 大野　菜々子 東　部 千葉県 無所属

10 11137466 B 相木　孝之 西村　清美 東　部 東京都 無所属

11 11070436 A 吉田　篤志 礒道 佑菜 東　部 千葉県 無所属

12 11083617 B 黒澤　達也 鈴木　ひとみ 東　部 茨城県 無所属

13 11147408 B 横田　信之 吉田　治代 東　部 神奈川県 無所属

14 11137604 C 浜田　宣明 坂田　みどり 東　部 埼玉県 無所属

15 11132495 B 江口　正 藤原　恵美子 東　部 東京都 ＥｘＤ

16 11147256 B 清水　勇洋 清水　季子 東　部 東京都 無所属

17 11137870 C 矢野　貴大 小川　真代 東　部 東京都 無所属

18 11117766 B 吉野　新一郎 吉野　久美子 東　部 埼玉県 無所属

19 11131314 B 阿部　啓二 阿部　久美子 東　部 東京都 無所属

20 11137518 A 大久保　稔也 吉村　春香 東　部 東京都 無所属

21 11137527 B 椙本　泰介 宮内　めぐみ 東　部 東京都 Ｎ・ＤＳ

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

23 11137691 C 竹内　雄太 勝田　こゆり 東　部 東京都 無所属

24 11147403 B 谷　茂秋 成田　奈津希 東　部 神奈川県 無所属

25 11137778 B さが　ともゆき すずき　あきこ 東　部 東京都 無所属

26 11147445 D 鈴木　浩介 松下　玲奈 東　部 神奈川県 無所属

27 11137690 B 四宮　権一 吉田　有希 東　部 東京都 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 N 上田　徹宏 上田　有紀 未登録

2 N 舛田　健 岩﨑　まり子 未登録

3 11137870 矢野　貴大 小川　真代 東　部 東京都 無所属

4 N 中田　涼太 林　和加子 未登録

5 11137888 永浜　英一郎 青山　千佳 東　部 東京都 無所属

6 N 林　哲男 林　美和 未登録

大さん橋ホール ノービスダンス競技会
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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 N 林　哲男 林　美和 未登録

2 N キャツキー　スティーブン 西島　茜 未登録

3 N 中田　涼太 林　和加子 未登録

4 11147366 松井　宏海 石井　小春 東　部 神奈川県 無所属
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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 11147010 A 菊地　健男 河内　登志子 東　部 神奈川県 無所属

2 11117718 C 鈴木　一生 星野　千恵子 東　部 埼玉県 無所属

3 11137806 B 大前　恵一朗 大前　智子 東　部 東京都 無所属

4 11137333 B 清水　弘隆 陶山　美穂 東　部 東京都 無所属

5 11120849 C 古山　正三 桃井　道子 東　部 千葉県 無所属

6 11147159 D 佐野　拡信 豊田　啓子 東　部 神奈川県 無所属

7 11127601 A 柏木　芳則 柏木　絵美 東　部 千葉県 無所属

8 11137093 C 安澤　武彦 堀　慶子 東　部 東京都 無所属

9 11137734 B 田中　伸一 田中　里惠子 東　部 東京都 無所属

10 11127243 B 清河　延宏 岡村　千恵 東　部 千葉県 無所属

11 11136807 B 中村　勝則 中村　真惠美 東　部 東京都 無所属

12 11147276 A 村内　洋平 村内　智子 東　部 神奈川県 無所属

13 11145876 C 山本　豊 山本　光子 東　部 神奈川県 無所属

14 11127532 B 大宮　淳 長谷部　理恵子 東　部 千葉県 無所属

15 11137368 B 村田　憲昭 花咲　舞 東　部 東京都 無所属

16 11147188 C 黒須　幸雄 黒須　典子 東　部 神奈川県 無所属

17 11157408 C 東田　昇 杉山　早苗 東　部 新潟県 無所属

18 11137782 C 笛木　政彦 河合　麻子 東　部 東京都 無所属

19 11147197 C 黒田　隆治 和田　善江 東　部 神奈川県 無所属

20 11127618 B 飯島　幸夫 横田　玉子 東　部 千葉県 無所属

大さん橋ホール 全関東Gシニア選手権

2022/11/20   【グランドシニア】スタンダード
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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 11137093 D 安澤　武彦 堀　慶子 東　部 東京都 無所属

2 11032242 A 佐藤　誠 佐藤　美喜子 東　部 岩手県 無所属

3 11083617 A 黒澤　達也 鈴木　ひとみ 東　部 茨城県 無所属

4 11147300 A 櫻井　敬士 前田　郁代 東　部 神奈川県 無所属

5 11115342 B 小口　修一 平山　知江 東　部 埼玉県 無所属

6 11114026 A 宮本　博史 岩瀬　和子 東　部 埼玉県 無所属

7 11132386 C 江原　幸一 江原　清美 東　部 東京都 無所属

8 11137215 A 榎本　武司 澤井　美幸 東　部 東京都 無所属

大さん橋ホール 全関東Gシニア選手権

2022/11/20   【グランドシニア】ラテンアメリカン
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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 11127532 B 大宮　淳 長谷部　理恵子 東　部 千葉県 無所属

2 11147188 C 黒須　幸雄 黒須　典子 東　部 神奈川県 無所属

3 11137093 C 安澤　武彦 堀　慶子 東　部 東京都 無所属

4 11147197 C 黒田　隆治 和田　善江 東　部 神奈川県 無所属

5 11143681 B 小俣　徳夫 川島　杏奈 東　部 神奈川県 無所属

6 11137806 B 大前　恵一朗 大前　智子 東　部 東京都 無所属

7 11147159 C 佐野　拡信 豊田　啓子 東　部 神奈川県 無所属

8 11117718 D 鈴木　一生 星野　千恵子 東　部 埼玉県 無所属

9 11147010 A 菊地　健男 河内　登志子 東　部 神奈川県 無所属

10 11137333 C 清水　弘隆 陶山　美穂 東　部 東京都 無所属

11 11131629 D 長谷川　敬太 西村　みちる 東　部 東京都 無所属

12 11147224 B 田中　哲男 岡本　眞由美 東　部 神奈川県 無所属

13 11114745 B 那須　与志人 那須　洋子 東　部 埼玉県 無所属

14 11127243 B 清河　延宏 岡村　千恵 東　部 千葉県 無所属

15 11117087 A 高橋　信夫 廣瀬　小百合 東　部 埼玉県 無所属

大さん橋ホール 全関東シニア選手権

2022/11/20   【シニア】スタンダード
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出場選手名簿 (10)

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 11137093 D 安澤　武彦 堀　慶子 東　部 東京都 無所属

2 11032242 A 佐藤　誠 佐藤　美喜子 東　部 岩手県 無所属

3 11083617 A 黒澤　達也 鈴木　ひとみ 東　部 茨城県 無所属

4 11147300 A 櫻井　敬士 前田　郁代 東　部 神奈川県 無所属

5 11115342 B 小口　修一 平山　知江 東　部 埼玉県 無所属

6 11137466 A 相木　孝之 西村　清美 東　部 東京都 無所属

7 11134506 C 竹内　健太郎 竹内　真紀 東　部 埼玉県 無所属

8 11147408 B 横田　信之 吉田　治代 東　部 神奈川県 無所属

9 11117766 B 吉野　新一郎 吉野　久美子 東　部 埼玉県 無所属

大さん橋ホール 全関東シニア選手権

2022/11/20   【シニア】ラテンアメリカン
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出場選手名簿 (11)

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 梅澤　美月 石井　花恋 未登録

2 檜山　修宇都 石井　花音 未登録

3 田中　夏希 安齋　佳恵 未登録

4 塩野　志峰 本多　真優 未登録

大さん橋ホール 全関東ジュニア競技会

2022/11/20   ［ジュニア］スタンダード
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出場選手名簿 (12)

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 梅澤　美月 石井　花恋 未登録

2 檜山　修宇都 石井　花音 未登録

3 田中　夏希 安齋　佳恵 未登録

4 佐藤　舞音 佐藤　まりん 未登録

大さん橋ホール 全関東ジュニア競技会

2022/11/20   ［ジュニア］ラテンアメリカン
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出場選手名簿 (13)

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 清水　かなと 清水　えみり 未登録

2 安齋　実希 片山　櫻子 未登録

3 滝瀬　美奈子 下向　美桜 未登録

4 佐藤　舞音 佐藤　まりん 未登録

大さん橋ホール 全関東ジュブナイル競技会

2022/11/20   ［ジュブナイル］スタンダード
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出場選手名簿 (14)

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 安齋　実希 片山　櫻子 未登録

2 清水　かなと 清水　えみり 未登録

3 下向　未桜 滝瀬　美奈子 未登録

4 佐藤　舞音 佐藤　まりん 未登録

大さん橋ホール 全関東ジュブナイル競技会

2022/11/20   ［ジュブナイル］ラテンアメリカン
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