
【 77 組 　５０音順 】

- CONProMA -

プロ スタンダード Ａ級または選手権【エントリー確認】

リーダー パートナー 登録番号 リーダー パートナー 登録番号

相川　和章 山口　直子 01001613 相原　敏広 相原　和子 01001186

浅井　陽平 山城　美紗 01002213 朝比奈　竜弘 朝比奈　絵美 01001317

阿野　翔太 河内　春香 01002382 綾野　敏宏 渋谷　エミ 01001279

新井　洸樹 三木　すみれ 01002268 アングル　相貴 菊田　和嘉子 01002366

石木　健太 中井　千嘉 01002221 石田　剛 石田　貴子 01002100

石原　吉皓 橋本　珠里 01001315 伊東　秀紀 伊東　浩子 01001314

岩間　忠 小野崎　宏子 01001047 上村　宏行 堀内　由紀 01000822

大内　彰太 初瀬川　千夏 01002156 大塚　昌英 大塚　夏絵 01001648

小倉　寛之 陶 雪 01002039 落合　哲朗 魚谷　えりか 01002174

鬼束　剛 原田　摩須美 01002022 小野澤　玲太 宇佐見　裕子 01002107

小俣　宏晃 杉谷　絵美 01001598 香椎　健人 中村　真理子 01002262

柏木　雄一郎 齋藤　範子 01001245 加藤　秀仁 佐藤　律子 01001540

金子　時生 布村　奈友果 01002032 川木　剛 正木　千恵 01001442

川中子　優 川中子　雅世 01001892 管野　榮 管野　恵子 01001537

北之坊　太郎 藤原　佳穂里 01002273 楠木　義久 片野　翠 01002338

久保田　豊 比美野　めいび 01002173 熊谷　憲幸 曽我　朋美 01001406

後藤　啓太 後藤　深雪 01002029 小松　拓哉 小松　七菜 01002144

近藤　誉仁 及川　珠里 01001388 坂本　吏 服部　愛 01001546

鷺巣　徹 浅田　久美子 01000486 佐藤　和亀 工藤　周子 01002220

佐藤　聡 佐藤　淳子 01000828 佐藤　光彦 久保木　麻衣 01001737

椎名　康裕 大坪　修子 01001640 Jimmy　Shakir 姶良　智子 01001590

志村　公規 辻　芳美 01001323 関　真利 関　美砂 01001208

関根　誠 飯塚　智子 01000762 醍醐　秀忠 鈴木　奈津美 01002347

高岡　輝 髙峯　真実 01001206 髙橋　英樹 木崎　マリン 01002193

田那村　隆之 森　楓 01002076 土屋　太祐 渡邊　純世 01001316

鶴野　敏 大野　宜子 01001853 長澤　恒人 長澤　環 01000976

中島　修 松浦　照海 01000980 中島　脩平 渡邉　美寿希 01002379

西村　大輔 西村　一絵 01001908 橋本　剛志 下舞　陽子 01001241

長谷部　修 宇佐美　幸世 01001964 波田　悠介 栗田　優香 01002277

濱口　正智 竹田　忍 01001572 林　智也 田中　裕子 01002054

原田　浩史 滝田　智子 01002272 日暮　健二 久保田　裕美 01001970

星　友幸 星　佑喜子 01001706 町田　大地 町田　ひかり 01002111

三井所　清人 宮﨑　莉子 01002369 三浦　拓也 三浦　弥生 01002083

三坂　和彦 重富　真波 01001697 山口　賢二 山口　由紀子 01001736

山口　功二 藤山　由香利 01001961 山﨑　航 遠山　理紗 01002143

山本　泰史 村松　里佐子 01001409 横尾　篤嗣 横尾　美由紀 01002178

横尾　悟 木下　和子 01001445 吉田　妥聞 宮山　由美子 01001859

吉田　豊和 吉田　栄 01001805 和田　慎一 和田　篤子 01001850
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リーダー パートナー 登録番号 リーダー パートナー 登録番号

渡辺　裕之 佐々木　真穂 01002251
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【 34 組 　５０音順 】

- CONAmaLA -

アマチュア ラテンアメリカン Ａ級または選手権【エントリー確認】

リーダー パートナー 登録番号 リーダー パートナー 登録番号

相木　孝之 西村　清美 11137466 浅田　恭一 西村　和子 11113839

石山　誠 石山　直子 11127157 海野　航平 横山　怜生 11137824

大賀　勇次 大賀　直美 11097361 大久保　稔也 吉村　春香 11137518

大熊　海渡 蓮田　陽香 11117712 大熊　和幸 吉田　詩子 11147351

大里　直弘 浅野　加津枝 11123803 金子　守男 木幡　昌子 11117014

倉持　秀和 森田　綾希子 11086328 小島　獅桐 馬場　梨紗子 11107472

小林　瑛司 三沢　幸子 11097370 斉藤　哲男 勝見　政子 11125535

櫻井　敬士 前田　郁代 11147300 佐藤　寿一 佐藤　美奈子 11137821

出地　優太 出地　花穂 11070489 柴田　俊男 天野　貴美子 11087350

清水　淳 清水　日奈子 11087107 須藤　純弥 竜崎　麗香 11097202

高橋　海 鈴木　柚葉 11127620 高柳　正彦 安井　美佳 11117516

滝下　司 大城　小住萌 11137556 竹内　健太郎 竹内　真紀 11134506

竹内　創一朗 今本　メグ 11087444 武田　澄人 武田　歩 11117200

中村　能基 　　佐藤　香織 11137741 初見　甚 初見　智恵子 11087336

濱田　琉成 内山　マリーナ 11097376 人見　城治 野中　朱美 11092784

松葉　正文 加賀美　良子 11117761 宗形　隆史 牛渡　葉子 11117300

山添　宏明 稲葉　佳代 11093263 湯澤　夏樹 湯澤　珠里 11137683
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【 13 組 　５０音順 】

- CONProMD -

プロ スタンダード Ｄ級【エントリー確認】

リーダー パートナー 登録番号 リーダー パートナー 登録番号

伊藤　崇行 小澤　良子 01002275 落合　松郎 落合　阿津子 01000955

木本　明憲 染川　莉子 01002159 鈴木　隆夫 川口　富美子 01002237

鈴村　真人 鈴村　なおこ 01001407 高橋　将貴 髙島　琴乃 01002372

玉樹　優 佐野　真子 01002233 永島　啓矢 宮﨑　佑希 01002377

中島　脩平 渡邉　美寿希 01002379 仲山　慶司 朽木　珠美 01001299

町田　明彦 町田　ひとみ 01002001 村松　大路 武藤　ひとみ 01002360

森口　薫 森口　悦子 01001211
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【 5 組 　５０音順 】

- CONProLN -

プロ ラテンアメリカン ノービス【エントリー確認】

リーダー パートナー 登録番号 リーダー パートナー 登録番号

茅野　博行 茅野　仁美 01001770 北之坊　太郎 藤原　佳穂里 01002273

濱田　琉衣 田中　杏珠 彦坂　優太 髙橋　未来

村松　大路 武藤　ひとみ 01002360
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