
【 47 組 　５０音順 】

- CONProLA -

プロ ラテンアメリカン 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

相原　敏広 相原　和子 01001186 阿部　和樹 髙橋　秀子 01001848

新井　透 新井　一恵 01001677 石原　吉皓 橋本　珠里 01001315

小俣　武美 小俣　美恵子 01000971 柏木　雄一郎 齋藤　範子 01001245

香積　佑樹 坂内　咲織 01002128 川中子　優 川中子　雅世 01001892

木本　明憲 染川　莉子 01002159 合馬　靖雄 白石　奈々 01001301

齊藤　亮 矢吹　怜子 01002157 坂口　豪 山本　紫乃芙 01001775

鷺巣　徹 浅田　久美子 01000486 佐藤　光彦 久保木　麻衣 01001737

澤入　渓太 浜島　あみ 01002373 澤田　勇 高見　柚季 01002390

椎名　康裕 大坪　修子 01001640 十文字　勝 梶山　賀代 01002036

関　勇人 長谷川　真希 01002339 染谷　修平 佳宮　あい 01002297

髙橋　英樹 木崎　マリン 01002193 田口　浩 竹下 由紀子 01001665

田熊　健太 石田　聖美 01001708 立石　ケント 稲葉　寿里 01001891

田原　千家司 田原　令子 01000476 鶴野　敏 大野　宜子 01001853

寺田　広樹 森川　美穂 01001800 中島　修 松浦　照海 01000980

永島　啓矢 宮﨑　佑希 01002377 中島　脩平 渡邉　美寿希 01002379

中村　明生 佐藤　恵子 01002141 林　智也 田中　裕子 01002054

日暮　健二 久保田　裕美 01001970 彦坂 優太 髙橋　未来 01002387

保栄茂　勝己 井上　直子 01001925 本多　淳 本多　明子 01001799

町田　明彦 町田　ひとみ 01002001 松尾 城偉 加藤 萌美 01002384

三坂　和彦 重富　真波 01001697 森口　薫 森口　悦子 01001211

栁田　一気 松本　純菜 01002378 山口　賢二 山口　由紀子 01001736

山口　功二 藤山　由香利 01001961 吉田　豊和 吉田　栄 01001805

若松　祐樹 藤澤　翠美花 01002172 和田　慎一 和田　篤子 01001850

渡辺　裕之 佐々木　真穂 01002251
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【 11 組 　５０音順 】

- CONProLD -

プロ ラテンアメリカン 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

佐藤　洋哉 中村　怜 高野　龍二 森谷　有美子 01001771

田原　真彦 馬渕　舞 01002248 玉木　大介 新井 汐里 01002311

玉樹　優 関口 めぐみ 01002233 永井　優司 前原　のり子 01001570

中島　脩平 渡邉　美寿希 01002379 成田　学 佐藤　愛子 01002027

松浦　雅生 坂本　愛花 01002349 森田　祐介 畠山　遥 01002388

渡辺　裕之 佐々木　真穂 01002251
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【 7 組 　５０音順 】

- CONProMN -

プロ スタンダード 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

小久保　龍介 安藤　美幸 齊藤　亮 矢吹　怜子 01002157

鈴木　隆夫 坂本　真紀 01002237 高野　龍二 森谷　有美子 01001771

玉木　大介 新井 汐里 01002311 中下　廣 前田　三智子

松尾 城偉 加藤 萌美 01002384
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【 43 組 　５０音順 】

- CONAmaMA -

アマチュア スタンダード 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

浅田　恭一 西村　和子 11113839 安達　遥一 安達　夏見 11137773

石山　誠 石山　直子 11127157 大久保　尚浩 渡邉　萌 11123254

大熊　海渡 蓮田　陽香 11117712 大竹　亮 大竹　礼子 11155504

大嶽　達 大嶽　洋子 11134130 大塚　勝男 大塚　孝子 11112340

柏木　芳則 柏木　絵美 11127601 岸田　修 原口　和子 11127519

木村　孝太 木村　千花 11060136 小圷　崇也 岡野　紗英 11087425

小池　越路 笹口　由香利 11157064 小林　瑛司 三沢　幸子 11097370

齋藤　篤史 小野田　沙耶 11137808 佐藤　裕一 髙橋　麻衣子 11147209

杉山　大悟 山下　真奈 11147430 須崎　博 横山　きよみ 11136280

鈴木　寿一 新妻　紀子 11070133 鈴木　悠也 野山　美智子 11127334

錫村　寛明 陶山　百合子 11114006 大東　哲平 大東　にに 11137194

高橋　正夫 狩野　幸子 11107048 高原　範之 臼杵　綾夏 11127526

竹内　創一朗 今本　メグ 11087444 田玉　仁 田玉　公子 11136024

田中　哲男 岡本　眞由美 11147224 田村　務 田村　一代 11097274

南雲　駿 南雲　真世 11127611 西浦　稔 岩崎　麻里子 11157358

浜田　宣明 坂田　みどり 11137604 廣瀬　祐貴 安田　彩乃 11137856

冬野　英和 冬野　朋子 11127609 逸見　純司 伊藤　萌 11137849

松浦　忠則 松浦　裕子 11127431 松田　則之 松田　侑子 11126256

水野　康介 下村　貴子 11040659 村内　洋平 村内　智子 11147276

村山　隆英 吉川　恵美 11136335 山添　宏明 稲葉　佳代 11093263

山田　雅人 山田　倫世 11137450 湯澤　夏樹 湯澤　珠里 11137683

綿貫　龍一 植原　英子 11207010
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