
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 Andrea Ghigiarelli Sara Ghigiarelli 未登録

2 01000762 B 関根　誠 飯塚　智子 東　部 な　し ＭＷ

3 01001203 B 坊迫　有紀 倉橋　さら 東　部 な　し ＧＣ

4 01001208 B 関　真利 関　美砂 東　部 な　し ＭＷ

5 01001314 B 伊東　秀紀 伊東　浩子 東　部 な　し ＧＣ

6 01001329 A 田村　晃男 若尾　律 東　部 な　し ＧＣ

7 01001346 B 鈴木　勉 七海　サヤカ 東　部 な　し ＰｈＤ

8 01001388 B 近藤　誉仁 及川　珠里 東　部 な　し ＥｘＤ

9 01001391 B 長島　大志 中尾　友美 東　部 な　し ＰｈＤ

10 01001406 B 熊谷　憲幸 曽我　朋美 東　部 な　し ＭＢＫ

11 01001412 A 畑中　敦行 西尾　明日香 東　部 な　し ＧＣ

12 01001442 B 川木　剛 正木　千恵 東　部 な　し ＰｈＤ

13 01001504 B 大谷　源太郎 大谷　志津 東　部 な　し ＭＷ

14 01001518 A 喜嶋　信晶 福原　久絵 東　部 な　し ＭＷ

15 01001519 B 小川　芳信 小川　沙織 東　部 な　し ＶＶＤ

16 01001546 B 坂本　吏 服部　愛 東　部 な　し ＭＷ

17 01001556 B 荻原　茂樹 江本　奈都子 東　部 な　し ＶＶＤ

18 01001581 A 小原　正大 小原　香織 東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

19 01001591 C 大西　隆志 田之上　恵子 東　部 な　し ＭＷ

20 01001598 B 小俣　宏晃 杉谷　絵美 東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

21 01001602 A 井﨑　健太 井﨑　沙織 東　部 な　し ＳＤ

22 01001610 C 寺田　友城 宮脇　理恵 東　部 な　し ＰｈＤ

23 01001645 C 吉川　智 岡本　さと子 東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

24 01001648 B 大塚　昌英 大塚　夏絵 東　部 な　し ＭＢＫ

25 01001656 A 松本　正人 横山　かおり 東　部 な　し ＭＢＫ

26 01001676 C 横山　雄一 青木　涼子 東　部 な　し 無所属

27 01001677 A 新井　透 新井　一恵 東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

28 01001689 A 三木　真 鈴木　善子 東　部 な　し ＴＷＤ

29 01001693 C 北岸　賢明 長内　智子 東　部 な　し ＰｈＤ

30 01001734 B 川崎　美嗣 千村　彩花 東　部 な　し ＰｈＤ

31 01001736 C 山口　賢二 山口　由紀子 東　部 な　し ＴＷＤ

32 01001744 A 杉野　貴史 ＩＲＥＰ 東　部 な　し ＭＷ

33 01001762 C 奥野　正嗣 大桃　ゆきの 東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

34 01001811 C 森　雅寿 森　友花 東　部 な　し ＥｘＤ

35 01001814 C 髙橋　佑介 蠣﨑　マリア 東　部 な　し ＴＷＤ

36 01001817 B 久我　靖 田中　裕子 東　部 な　し 無所属

37 01001820 B 友井田　将来 小野田　のぞみ 東　部 な　し ＶＶＤ

38 01001824 A 田松　周一郎 花盛　香織 東　部 な　し ＶＶＤ

39 01001844 A 福田　裕一 エリザベス　グレイ 東　部 な　し ＰｈＤ

40 01001862 A 白神　淳 石口　瑞恵 東　部 な　し ＳＤ

41 01001891 C 立石　ケント 稲葉　寿里 東　部 な　し ＤＭ

42 01001892 C 川中子　優 川中子　雅世 東　部 な　し 無所属

43 01001908 C 西村　大輔 西村　一絵 東　部 な　し ＥｘＤ

44 01001923 A 田中　雅人 田中　くるみ 東　部 な　し ＴＷＤ

45 01001929 A 岡田　直人 若槻　絵里子 東　部 な　し ＰｈＤ

46 01001947 B 林　健太郎 小林　響子 東　部 な　し ＳＤ

47 01001954 C 谷崎　成彦 藤村　ゆきえ 東　部 な　し ＰｈＤ

48 01001967 B 塩野　龍弥 松野　葵 東　部 な　し ＤＭ

49 01001981 A 松崎　裕太朗 佐竹　かおる 東　部 な　し ＰｈＤ

50 01001989 A 末安　祐一郎 木村　友華 東　部 な　し ＤＭ

日本武道館・大ホール 日本インターナショナルダンス選手権
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51 01001995 A 鈴木　貴雄 中本　直美 東　部 な　し ＭＷ

52 01002025 A 室伏　宏明 青沼　彩 東　部 な　し ＭＷ

53 01002027 B 成田　学 佐藤　愛子 東　部 な　し ＳＤ

54 01002029 B 後藤　啓太 後藤　深雪 東　部 な　し ＤＭ

55 01002031 C 青栁　昭仁 青栁　優美 東　部 な　し ＥｘＤ

56 01002036 B 十文字　勝 梶山　賀代 東　部 な　し ＭＢＫ

57 01002045 B 久保　英史 岡 麻美子 東　部 な　し ＧＣ

58 01002063 B 加賀　雄大 加賀　康子 東　部 な　し ＥｘＤ

59 01002076 B 田那村　隆之 森　楓 東　部 な　し ＮＣＤ

60 01002080 B 羽川　翔一 長谷川　宏美 東　部 な　し ＭＢＫ

61 01002081 A 菅谷　和貴 尾崎　育代 東　部 な　し ＮＣＤ

62 01002095 A 新井　優斗 森　由希 東　部 な　し ＴＷＤ

63 01002096 A 小林　恒路 赤沼　美帆 東　部 な　し ＶＶＤ

64 01002100 B 石田　剛 石田　貴子 東　部 な　し ＤＪ

65 01002107 B 小野澤　玲太 宇佐見　裕子 東　部 な　し ＥｘＤ

66 01002108 B 山上　健太 岩坪　玲加 東　部 な　し ＭＷ

67 01002118 B 鈴木　教弘 望月　亜衣 東　部 な　し ＭＷ

68 01002131 B ジョン　ユンホ 渡辺　奈緒美 東　部 なし ＳＤ

69 01002134 B 島岡　由尭 小櫻　綾子 東　部 な　し ＥｘＤ

70 01002137 A 福田　健一郎 深井　千浩 東　部 な　し ＰｈＤ

71 01002139 B 岡　政宏 佐々木　海帆 東　部 な　し ＰｈＤ

72 01002143 B 山﨑　航 遠山　理紗 東　部 な　し ＶＶＤ

73 01002144 A 小松　拓哉 小松　七菜 東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

74 01002153 C 髙田　光輝 佐藤　美香 東　部 な　し ＰｈＤ

75 01002155 A 佐藤　純平 亀山　聡美 東　部 な　し ＰｈＤ

76 01002156 B 大内　彰太 初瀬川　千夏 東　部 な　し ＥｘＤ

77 01002162 B 長井　英生 宇野　順子 東　部 な　し ＳＤ

78 01002168 B 太田　喜之 宮﨑　茉莉亜 東　部 な　し ＳＤ

79 01002174 C 落合　哲朗 魚谷　えりか 東　部 な　し ＥｘＤ

80 01002176 A 金野　哲也 井之口　香織 東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

81 01002178 B 横尾　篤嗣 横尾　美由紀 東　部 な　し ＭＢＫ

82 01002184 A 若代　愼 辰巳　友莉亜 東　部 な　し ＭＷ

83 01002206 A 貫名　強 柴原　まりこ 東　部 な　し ＳＤ

84 01002221 B 石木　健太 中井　千嘉 東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

85 01002240 A 田中　大輔 太田　郁奈 東　部 な　し ＧＣ

86 01002248 B 田原　真彦 馬渕　舞 東　部 な　し ＥｘＤ

87 01002250 B 榎田　隆宏 加藤　冴英 東　部 なし ＭＢＫ

88 01002251 C 渡辺　裕之 佐々木　真穂 東　部 な　し 無所属

89 01002264 C 蒲生　将史 比嘉　那美 東　部 な　し ＭＷ

90 01002265 B 大谷　亮弥 井上　奈美 東　部 なし ＶＶＤ

91 01002268 B 新井　洸樹 三木　すみれ 東　部 な　し ＤＭ

92 01002272 B 原田　浩史 滝田　智子 東　部 な　し ＳＤ

93 01002273 B 北之坊　太郎 藤原　佳穂里 東　部 な　し ＳＤ

94 01002277 B 波田　悠介 栗田　優香 東　部 なし ＰｈＤ

95 01002285 A 廣島　悠仁 石渡　ありさ 東　部 な　し ＶＶＤ

96 01002303 B Timothy　Wendland Kaori　Wendland 東　部 な　し 無所属

97 01002316 B 泉　勇麻 松島　由季 東　部 なし 無所属

98 01002324 B 松井　滉貴 樋口 侑華 東　部 な　し ＳＤ

99 01002333 B 古川　利幸 栗原　桃子 東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

100 01002334 A 寒河江　貴大 熊木　美和 東　部 な　し ＳＤ
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101 01002338 A 楠木　義久 片野　翠 東　部 な　し ＧＣ

102 01002343 A 景山　雄紀 和田　有可 東　部 な　し ＰｈＤ

103 01002344 B 野地　雅人 石井　友梨香 東　部 な　し ＴＷＤ

104 01002347 C 醍醐　秀忠 鈴木　奈津美 東　部 な　し ＥｘＤ

105 01002349 C 松浦　雅生 坂本　愛花 東　部 な　し 無所属

106 01002356 B 姜　程程 宮里　咲好 東　部 な　し ＰｈＤ

107 01002359 A 藤田　洋平 八木　あか里 東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

108 01002363 A 日比野　湧 新藤　光 東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

109 01002366 B アングル　相貴 菊田　和嘉子 東　部 な　し ＶＶＤ

110 01002369 B 三井所　清人 宮﨑　莉子 東　部 な　し ＶＶＤ

111 01002375 A 川島　知也 竹之内　舞美 東　部 な　し ＳＤ

112 01002378 C 栁田　一気 松本　純菜 東　部 な　し ＤＭ

113 01002379 D 中島　脩平 渡邉　美寿希 東　部 なし ＤＭ

114 01002380 C 田沢　拓都 牧野　莉子 東　部 なし ＴＷＤ

115 01002382 B 阿野　翔太 河内　春香 東　部 な　し 無所属

116 01002385 D 大矢　健太 寿　涼雅 東　部 なし ＴＷＤ

117 02000125 A 関　泰規 関　恵 北海道 な　し 北海道

118 02000133 A 木明　仁 柄澤　衣美 北海道 な　し 北海道

119 02000169 A 佐藤　圭助 佐藤　玲奈 北海道 な　し 北海道

120 02000170 A 奥田　浩平 志津　有紀 北海道 な　し 北海道

121 02000171 A 鈴木　隼 鈴木　恵 北海道 な　し 北海道

122 02000175 A 秋山　真悟 秋山　ひとみ 北海道 な　し 北海道

123 02000182 A 中泉　匡央 中泉　知里 北海道 な　し 北海道

124 02000206 A 大西　亘 大西　ちかる 北海道 な　し 北海道

125 02000214 B 土屋　崇紀 本間　佳麗 北海道 な　し 北海道

126 03000305 A 浜野　義広 浜野　智子 中　部 な　し 中部

127 03000330 A 山本　章絡 池田　有妃 中　部 な　し 中部

128 03000381 A 生田　和也 馬場　美貴子 中　部 な　し 中部

129 03000449 A 都築　順也 齋藤　陽子 中　部 な　し 中部

130 03000488 A 髙島　広海 舩谷　美帆 中　部 な　し 中部

131 03000494 A 内山　裕隆 内山　里恵 中　部 な　し 中部

132 03000505 A 鈴木　悠平 高橋　あゆみ 中　部 なし 中部

133 03000522 A 石橋　龍馬 石橋　あやか 中　部 なし 中部

134 03000523 A 山本　雅也 小澤　久美子 中　部 なし 中部

135 03000524 A 二宮　政弥 寺西　祐希 中　部 な　し 中部

136 03000528 B 大澤　隆一 林　佳奈 中　部 なし ＰｈＤ

137 04000409 A 濱田　哲平 増田　唯 西　部 な　し 西部

138 04000423 A 山先　充芳 武田　佳子 西　部 な　し 西部

139 04000432 A 工藤　洋司 工藤　亜由未 西　部 な　し 西部

140 04000439 A 藤家　浩史 藤家　繭 西　部 な　し 西部

141 04000447 A 黒田　充郎 黒田　ルミ子 西　部 なし 西部

142 04000451 A 中辻　善典 岡﨑　ひろみ 西　部 な　し 西部

143 04000452 C 髙田　万記人 指田　ゆりこ 西　部 なし 西部

144 04000505 D 森原　佑季 大西　リナ 西　部 な　し 西部

145 04000510 A 小堺　大士 横山　仁美 西　部 なし 西部

146 04000524 A 島田　寛隆 村松　明香 西　部 な　し 西部

147 04000540 S 橋本　剛 恩田　恵子 西　部 な　し 西部

148 04000555 S 浅村　慎太郎 遠山　恵美 西　部 な　し 西部

149 04000558 A 園原　正和 谷　千恵美 西　部 なし 西部

150 04000565 B 林　秀明 岡田　有代 西　部 な　し 西部
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151 04000571 A 田中　健太郎 三田　聡美 西　部 な　し 西部

152 04000576 B 久保田　秀幸 谷崎　栄里子 西　部 なし 西部

153 04000579 B 陶山　友樹 末森　景子 西　部 なし 西部

154 04000592 A 松本　英之 松本　麻里 西　部 なし 西部

155 04000600 B 竹田　昌史 竹田　諒子 西　部 な　し 西部

156 04000616 A 爲國　和也 楡井　沙恵 西　部 な　し 西部

157 04000638 A 清水　太地 清水　早紀 西　部 な　し 西部

158 04000662 B 村上　大介 村上　優子 西　部 な　し 西部

159 04000678 B 安藤　将弘 安藤　加世 西　部 なし 西部

160 04000693 A 荻須　智広 足立　萌 西　部 な　し 西部

161 04000698 A 田中　悠史 田渕　ゆい 西　部 な　し 西部

162 04000707 B 原田　学 原田　詩織 西　部 な　し 西部

163 04000708 B 山下　稜太 新子　千晶 西　部 な　し 西部

164 04000720 A 吉田　樹史 内田　晶子 西　部 なし 西部

165 04000732 A 橋爪　悠 常國　ほのか 西　部 な　し 西部

166 04000741 B 山本　武 竹中 千乃 西　部 なし 西部

167 05000054 A 山田　伸彦 山田　小百合 九　州 な　し 九州

168 05000077 A 原田　和征 田原　良子 九　州 な　し 九州

169 05006019 A 青山　貴紀 青山　美紀 九　州 な　し 九州

170 05006021 A 伊藤　秀登 田口　マキ 九　州 な　し 九州

171 05006033 A 外村　秀夫 外村　早苗 九　州 な　し 九州

172 06000031 A 小野　大輔 中村　佳菜 他機関 なし ＪＣＦ

173 06000032 A 三上　和久 川又　千佳 他機関 な　し ＪＣＦ

174 06000055 A 樋口　暢哉 柴田　早綾香 他機関 なし ＪＣＦ

175 06000081 A 山本　千博 大吉　優華 他機関 なし ＪＣＦ

176 06000088 A 池本　規恒 樫本　真実 他機関 なし ＪＣＦ

177 06000089 A 恩田　時央 伊東　夕奈 他機関 なし ＪＣＦ

178 06000092 A 有原　良義 前田　馨 他機関 なし ＪＣＦ

179 06000093 A 保坂　直伸 保坂　佳奈 他機関 なし ＪＣＦ

180 06000094 D 藤井　俊幸 谷本　恵理 他機関 なし ＪＣＦ
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1 Jaak Vainomaa Tiina Koskenvalta 未登録

2 01001154 B 竹歳　英樹 竹歳　美由紀 東　部 な　し ＥｘＤ

3 01001211 C 森口　薫 森口　悦子 東　部 な　し 無所属

4 01001301 B 合馬　靖雄 白石　奈々 東　部 なし 無所属

5 01001316 C 土屋　太祐 渡邊　純世 東　部 な　し ＨＳＤ

6 01001450 A 進藤　博信 櫻田　泉 東　部 な　し ＴＷＤ

7 01001552 C 石川　正和 森山　真弓 東　部 な　し 無所属

8 01001575 A 小山　比呂志 榊　美央 東　部 なし ＳＤ

9 01001598 B 小俣　宏晃 杉谷　絵美 東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

10 01001610 B 寺田　友城 宮脇　理恵 東　部 な　し ＰｈＤ

11 01001611 C 関　厚志 藤田　洋美 東　部 な　し ＭＷ

12 01001629 A 瀬底　正太 堀川　真琴 東　部 な　し ＩＢＤ

13 01001645 B 吉川　智 岡本　さと子 東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

14 01001665 C 田口　浩 竹下 由紀子 東　部 な　し ＤＭ

15 01001674 A 新井　健伊稚 新井　由紀子 東　部 な　し ＴＷＤ

16 01001677 B 新井　透 新井　一恵 東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

17 01001708 B 田熊　健太 石田　聖美 東　部 な　し ＤＭ

18 01001726 A 関　琢磨 岩田　明日可 東　部 な　し ＰｈＤ

19 01001736 C 山口　賢二 山口　由紀子 東　部 な　し ＴＷＤ

20 01001737 B 佐藤　光彦 久保木　麻衣 東　部 な　し 無所属

21 01001775 C 坂口　豪 山本　紫乃芙 東　部 な　し ＶＶＤ

22 01001790 C 松本　恒裕 青木　美穂 東　部 な　し ＩＢＤ

23 01001800 B 寺田　広樹 森川　美穂 東　部 な　し 無所属

24 01001805 B 吉田　豊和 吉田　栄 東　部 な　し ＧＣ

25 01001813 B 岸　はやと 岸　さつき 東　部 な　し ＤＪ

26 01001855 A 清水　基允 丸市　美幸 東　部 な　し ＥｘＤ

27 01001891 B 立石　ケント 稲葉　寿里 東　部 な　し ＤＭ

28 01001892 C 川中子　優 川中子　雅世 東　部 な　し 無所属

29 01001896 C 吉敷　寛人 棚木　陽子 東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

30 01001925 B 保栄茂　勝己 井上　直子 東　部 な　し ＴＷＤ

31 01001930 A 中島　光一 奥山　智美 東　部 な　し ＭＢＫ

32 01001946 B 田中　直樹 石川　真理子 東　部 な　し ＰｈＤ

33 01001953 B 後藤　洋平 蒲生　智美 東　部 な　し ＶＶＤ

34 01001967 A 塩野　龍弥 松野　葵 東　部 な　し ＤＭ

35 01001968 B 梅田　慎太郎 熊井　郁美 東　部 な　し ＨＳＤ

36 01001970 B 日暮　健二 久保田　裕美 東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

37 01002005 A 須藤　達矢 庄司　まゆ 東　部 なし ＥｘＤ

38 01002007 B 市川　賢 北岡　真苗 東　部 な　し ＤＪ

39 01002011 B 佐伯　歩人 斉藤　三世 東　部 な　し ＴＷＤ

40 01002021 A 西村　嘉月維 松村　京花 東　部 な　し ＴＷＤ

41 01002022 C 鬼束　剛 原田　摩須美 東　部 な　し ＧＣ

42 01002036 B 十文字　勝 梶山　賀代 東　部 な　し ＭＢＫ

43 01002051 B 足立　裕一 櫻井　優子 東　部 な　し ＳＤ

44 01002054 B 林　智也 田中　裕子 東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

45 01002058 B 平賀　淳也 平賀　かおり 東　部 な　し ＩＢＤ

46 01002070 A 平川　賢志 吉住　絵梨奈 東　部 な　し ＰｈＤ

47 01002071 B 高野　正武 吉田　稲美 東　部 な　し ＳＤ

48 01002093 A 猿田　雄二 久保田　幸 東　部 な　し ＴＷＤ

49 01002099 B 加藤　裕哉 小川　舞子 東　部 な　し ＨＳＤ

50 01002102 A 高橋　祐貴 的場　永峯 東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

日本武道館・大ホール 日本インターナショナルダンス選手権

2022/06/19   【プロ】ラテンアメリカン
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51 01002106 A 相田　和也 川上　舞子 東　部 な　し ＰｈＤ

52 01002114 B 梅田　健二郎 杉田　理紗 東　部 な　し ＨＳＤ

53 01002124 A 竹内　大夢 中島　由貴 東　部 な　し ＴＷＤ

54 01002127 B 夏見　和彦 日髙　麻衣子 東　部 な　し ＰｈＤ

55 01002128 A 香積　佑樹 坂内　咲織 東　部 な　し ＤＭ

56 01002132 A 佐倉　奈雄斗 松原　優 東　部 な　し ＮＣＤ

57 01002141 B 中村　明生 佐藤　恵子 東　部 な　し ＥｘＤ

58 01002161 C 松倉　尚仁 渡部　真喜子 東　部 な　し ＶＶＤ

59 01002168 A 太田　喜之 宮﨑　茉莉亜 東　部 な　し ＳＤ

60 01002172 B 若松　祐樹 藤澤　翠美花 東　部 な　し ＥｘＤ

61 01002173 B 久保田　豊 比美野　めいび 東　部 な　し ＴＷＤ

62 01002174 B 落合　哲朗 魚谷　えりか 東　部 な　し ＥｘＤ

63 01002179 C 市岡　格 荒牧　佳鈴 東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

64 01002183 A 森田　銀河 小和田　愛子 東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

65 01002185 B 佐藤　航 新田　藍 東　部 な　し ＭＷ

66 01002192 A 岡本　圭祐 塚越　あみ 東　部 な　し ＥｘＤ

67 01002193 B 髙橋　英樹 木崎　マリン 東　部 な　し ＳＤ

68 01002205 A 久野　将也 降旗　友希 東　部 なし ＭＢＫ

69 01002220 B 佐藤　和亀 工藤　周子 東　部 な　し ＶＶＤ

70 01002227 B 立石　啓 露口　美咲 東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

71 01002228 B 川原田　亮 杉下　苑未 東　部 な　し ＴＷＤ

72 01002235 A 宮本　敦史 杉本　朋子 東　部 な　し ＰｈＤ

73 01002236 A 三室　雄司 武藤　慶子 東　部 な　し ＥｘＤ

74 01002243 A 髙野　大樹 加藤　奈々 東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

75 01002244 B 早瀬　仁 笹生　稀子 東　部 な　し ＭＢＫ

76 01002245 B 三浦　捷人 安樂城　奈智 東　部 な　し ＧＣ

77 01002247 A 宮内　隼輔 尾崎　沙織 東　部 なし ＥｘＤ

78 01002257 A 日野　雄樹 天野　友莉香 東　部 な　し ＰｈＤ

79 01002275 C 伊藤　崇行 小澤　良子 東　部 な　し 無所属

80 01002286 A 玉井　征爾 岩澤　桃子 東　部 な　し ＶＶＤ

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

82 01002288 A 伊藤　光 中川　サリ 東　部 な　し ＥｘＤ

83 01002296 A 山﨑　博道 輿石　美穂 東　部 な　し ＤＭ

84 01002297 B 染谷　修平 江口　藍 東　部 な　し ＧＣ

85 01002305 A 中村　公紀 大塩　香澄 東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

86 01002308 A 野村　直人 山﨑　かりん 東　部 な　し ＴＷＤ

87 01002315 B Alvaro De Bracamonte 鶴見　侑里子 東　部 な　し ＮＣＤ

88 01002322 B 安田　充希 日髙　空 東　部 な　し ＧＣ

89 01002323 B 舘　紳也 川合　真桜子 東　部 な　し 無所属

90 01002329 B 瀧澤　昂志 松田　李佳子 東　部 な　し ＥｘＤ

91 01002331 B 藤村　ティモシー　忠 佐竹　栞奈 東　部 な　し ＴＷＤ

92 01002332 B 佐藤　陽大 山口　玲央奈 東　部 な　し ＶＶＤ

93 01002339 A 関　勇人 長谷川　真希 東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

94 01002349 D 松浦　雅生 坂本　愛花 東　部 な　し 無所属

95 01002351 B 佐藤　綾 小島　早稀 東　部 なし ＴＷＤ

96 01002364 B 服部　一眞 西原　明日蘭 東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

97 01002368 B 吉永　大輔 森田　舞夢 東　部 なし ＥｘＤ

98 01002372 B 高橋　将貴 髙島　琴乃 東　部 な　し ＴＷＤ

99 01002373 B 澤入　渓太 浜島　あみ 東　部 な　し ＥｘＤ

100 01002374 C 德永　裕也 座間　礼奈 東　部 な　し ＳＤ
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101 01002376 A 鈴木　勇人 高辻　なつみ 東　部 な　し 無所属

102 01002377 B 永島　啓矢 宮﨑　佑希 東　部 な　し Ｎ・ＤＳ

103 01002378 B 栁田　一気 松本　純菜 東　部 な　し ＤＭ

104 01002381 A 八谷　和樹 皆川　円 東　部 な　し ＤＭ

105 01002384 C 松尾 城偉 加藤 萌美 東　部 な　し 無所属

106 01002385 C 大矢　健太 寿　涼雅 東　部 なし ＴＷＤ

107 02000115 A 宮下　主啓 覚知　昌代 北海道 な　し 北海道

108 02000162 A 佐藤　圭介 品田　冴 北海道 な　し 北海道

109 02000167 A 近藤　勇一 小林　恵理 北海道 な　し 北海道

110 02000212 A 広川　悠利 広川　香織 北海道 な　し 北海道

111 02000214 B 土屋　崇紀 本間　佳麗 北海道 な　し 北海道

112 02000217 A 小齋　健太 大月　舞華 北海道 な　し 北海道

113 03000316 A 松浦　真吾 海原　マリーナ 中　部 な　し 中部

114 03000320 A 林　隆文 林　麻里 中　部 なし 中部

115 03000372 A 黒野　朝洋 山田　佳奈 中　部 な　し 中部

116 03000403 A 鬼頭　孝幸 山田　奈央子 中　部 なし 中部

117 03000417 A 早川　元規 早川　ちひろ 中　部 な　し 中部

118 03000457 A 八木　裕 深見　ちひろ 中　部 な　し 中部

119 03000482 A 弘中　航 弘中　佳麻里 中　部 なし 中部

120 03000498 A 高田　英明 廣瀬　アリョーナ 中　部 なし 中部

121 03000508 A 松村　光 加納　杏那 中　部 な　し 中部

122 03000510 A 齋藤　健斗 小川　佳苗 中　部 なし 中部

123 03000513 A 澤井　優也 丸野　詩織 中　部 な　し 中部

124 03000515 A 田川　貴一 安東　ニシャ 中　部 な　し 中部

125 03000517 A 青山　智之 岩瀬　麻衣子 中　部 な　し 中部

126 03000527 A 松下　学 伊熊　詩織 中　部 な　し 中部

127 03000529 D 荻野　功太郎 荻野　侑子 中　部 なし 中部

128 04000262 A 前田　晃良 酒井　志奈 西　部 な　し 西部

129 04000342 A 松田　容典 松田　仁美 西　部 な　し 西部

130 04000449 A 山根　大征 山根　理瑛 西　部 な　し 西部

131 04000463 B 宇治　鉄平 芦田　佳代子 西　部 な　し 西部

132 04000505 B 森原　佑季 大西　リナ 西　部 な　し 西部

133 04000523 A 宮崎　彰信 宮武　樹 西　部 な　し 西部

134 04000527 B 奥村　昌克 青木　千紗 西　部 なし 西部

135 04000532 A 中村　耕 笠矢　ありさ 西　部 な　し 西部

136 04000544 A 山口　隆久 上杉　真由 西　部 な　し 西部

137 04000550 A 櫛田　隆広 大田　紗佑里 西　部 な　し 西部

138 04000578 A 丸山　大樹 福本　ともえ 西　部 なし 西部

139 04000596 A 土川　耕平 河端　恵利子 西　部 な　し 西部

140 04000611 A 白石　和也 白石　愛子 西　部 な　し 西部

141 04000617 A 菅　大輔 奥村　恵都 西　部 な　し 西部

142 04000619 B 藤原　健太 桑原　由佳 西　部 な　し 西部

143 04000631 A 堂谷　勇介 堂谷　悦子 西　部 なし 西部

144 04000633 B 藪下　恭輔 鈴木 万紀子 西　部 なし 西部

145 04000647 A 正谷　恒揮 齋藤　愛 西　部 な　し 西部

146 04000663 A 大鐘　雅士 岩本　沙稀 西　部 な　し 西部

147 04000691 A 正谷　幸久 堀井　桜 西　部 なし 西部

148 04000692 B 榎本　誠 片岡　彩乃 西　部 な　し 西部

149 04000737 C 魚谷 征義 宮島 愛 西　部 なし 西部

150 04000740 E 岩本 喜治 福本 その子 西　部 なし 西部
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151 05000063 A 佐藤　文紀 佐藤　裕子 九　州 な　し 九州

152 05000367 C 川村　祐太 西村　文花 九　州 なし 九州

153 05006019 A 青山　貴紀 青山　美紀 九　州 な　し 九州

154 05006025 A 伊藤　星海 荒岡　真澄 九　州 な　し 九州

155 05006033 A 外村　秀夫 外村　早苗 九　州 な　し 九州

156 05006154 B 中原 紳吾 花田 夢佳 九　州 なし 九州

157 06000036 A 中川　真仁 中川　まりね 他機関 なし ＪＣＦ

158 06000043 A 白井　鷹征 水田　百香 他機関 なし ＪＣＦ

159 06000050 A 瀬内　英幸 斎木　智子 他機関 なし JDC

160 06000051 A 鈴木　佑哉 原田　彩華 他機関 なし JDC

161 06000079 A 吉田　隆三 川上　陽子 他機関 なし ＪＣＦ

162 06000095 A Ｆｌａｖｉｏ　Ｎｕｎｅｓ 安齋　美紀 他機関 なし JCF

163 06000096 C 橋本　聡太 大山　真莉乃 他機関 なし ＪＣＦ
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1 池田　雅都 堀田　茜莉 東　部 学連選抜

2 藤田　皐月 市川　智絵 東　部 学連選抜

3 吉浦　遥介 中田　理咲子 東　部 学連選抜

4 木原 瑶万 武田　聡美 東　部 学連選抜

5 佐藤　風 山口　奈海 東　部 学連選抜

6 長尾　光留 奈佐原　友子 東　部 学連選抜

7 梨木　勝輝 垣中　彩花 東　部 学連選抜

8 石塚　航太 町田　歩美 東　部 学連選抜

9 鈴木 涼也 藤田　すみれ 東　部 学連選抜

10 安福　太郎 前澤　真凜 東　部 学連選抜

11 落合　駿太 徳永　はるか 東　部 学連選抜

12 森　大地 石川　優里 東　部 学連選抜

13 北川　航 小川　詩乃 東　部 学連選抜

14 古井　竜平 植木　位歩 東　部 学連選抜

15 中村　秀斗 五十嵐　純 東　部 学連選抜

16 11070436 A 吉田　篤志 礒道 佑菜 東　部 千葉県 無所属

17 11107472 C 小島　獅桐 馬場 梨紗子 東　部 群馬県 無所属

19 11117717 B 三瓶　友則 浦田　和美 東　部 埼玉県 無所属

20 11117761 B 松葉　正文 加賀美　良子 東　部 埼玉県 無所属

21 11117778 B 藤山　大輔 板橋　利紗 東　部 埼玉県 無所属

22 11117782 B 村山 諒地 小原 咲紀 東　部 埼玉県 学　連

23 11117789 C 町田　篤人 山﨑　笑夢 東　部 埼玉県 無所属

24 11127422 A 村瀬　賢一 小笹　詩織 東　部 埼玉県 無所属

25 11127516 B 川崎　貴文 山田　梨奈 東　部 千葉県 無所属

26 11127530 A 海老原　拳人 タカギ　ルナ 東　部 千葉県 無所属

27 11127579 B 押田　章利 大野　菜々子 東　部 千葉県 無所属

28 11127605 A 杉山　峻平 榊原　令華 東　部 千葉県 無所属

29 11127620 A 高橋　海 鈴木　柚葉 東　部 千葉県 無所属

30 11127626 A 和田　英樹 川崎 和枝 東　部 千葉県 無所属

31 11127631 C 馬竹　達也 西島　茜 東　部 千葉県 無所属

32 11131314 B 阿部　啓二 阿部　久美子 東　部 東京都 無所属

33 11137023 A 石田　茂之 矢野　美帆子 東　部 埼玉県 Ｎ・ＤＳ

34 11137037 A 山本　哲郎 工藤　由美子 東　部 東京都 無所属

35 11137364 A 押川　慧悟 和田　知世 東　部 神奈川県 無所属

36 11137518 A 大久保　稔也 吉村　春香 東　部 東京都 無所属

37 11137535 A 久保　祥平 田端　明日香 東　部 神奈川県 無所属

38 11137556 A 滝下　司 大城　小住萌 東　部 東京都 無所属

39 11137585 B 川尻　幸司 長島　洋子 東　部 東京都 無所属

40 11137759 B 畑上　和輝 渡辺　木々那 東　部 東京都 無所属

41 11137778 B さが　ともゆき すずき　あきこ 東　部 東京都 無所属

42 11137830 B 古田　幸太郎 生方　伶奈 東　部 東京都 無所属

43 11137845 C 遠藤 顕広 高橋 奈津美 東　部 東京都 無所属

44 11137855 C 金沢 剛有 市原 碧海 東　部 東京都 学　連

45 11145105 C 白井　泰昭 石井　かおり 東　部 神奈川県 無所属

46 11147256 B 清水　勇洋 清水　季子 東　部 東京都 無所属

47 11147351 A 大熊　和幸 吉田　詩子 東　部 東京都 無所属

48 11147403 B 谷　茂秋 成田　奈津希 東　部 神奈川県 無所属

49 11147429 C 外村　温仁 石井　アンジェリーナ 東　部 神奈川県 無所属

50 11147435 C 小原 晃一 勝俣 花菜 東　部 神奈川県 無所属

51 11147437 C 吉田 周平 吉田 有沙 東　部 神奈川県 無所属

日本武道館・大ホール 日本インターナショナルダンス選手権
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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
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52 11157394 A 澤田　勇 高見　柚季 東　部 新潟県 無所属

53 12000704 A 大木　大樹 大木　風香 北海道 な　し 北海道

54 12000980 A 大矢　裕介 大塚　恵那 北海道 な　し 北海道

55 12000983 A 村上　敬太 藤本　百香 北海道 な　し 無所属

56 12001002 B 小原　海斗 工藤　実友 北海道 な　し 無所属

57 12001015 B 加藤　慈音 南　ひかる 北海道 な　し 北海道

58 12001027 C 中島　瑠大 谷　和紗 北海道 な　し 無所属

59 13004120 A 山本　壮真 三喜　真梨菜 中　部 な　し 中部

60 13004128 B 山本　一真 安部 美咲 中　部 な　し 中部

61 13004214 B 坂梨　由季 角谷　美紀 中　部 な　し 中部

62 13004219 C 髙橋　亮 杉山　佳奈海 中　部 な　し 中部

63 14004582 A 常國 天稔 染治 優香 西　部 な　し 西部

64 14005663 A 上浦　光太郎 伊藤 梨乃 西　部 な　し 西部

65 14005785 B Ｖｏｌｋｏｖ　Ｓｅｒｈｉｉ 西山　さくら 西　部 な　し 西部

66 14005805 A 川東 慎太郎 榮岩 茉莉那 西　部 大阪府 無所属

67 15000371 B 古上　風太 湯野　ひより 九　州 な　し 九州

68 15000373 A 八尋　祐馬 大隅　玲央奈 九　州 な　し 九州

69 15001100 A 荒木　崚平 上田　桃加 九　州 な　し 九州

70 15006215 C 片倉　幹太 中山　ここ 九　州 な　し 九州

71 15008060 B 井上 裕太 藤原 咲那 九　州 な　し 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 雨宮　千大 浅井　美薫 東　部 学連選抜

2 竹中　悠一郎 鈴木　陽茉莉 東　部 学連選抜

3 上野 匠海 齋藤　日奈 東　部 学連選抜

4 村尾　拓海 坂口　しずく 東　部 学連選抜

5 伏谷 亮弥 神田　すみれ 東　部 学連選抜

6 伊藤 秀真 松崎　梨子 東　部 学連選抜

7 宮崎 亮太 大澤　栞 東　部 学連選抜

8 小野 雄太郎 武内　歩 東　部 学連選抜

9 木村 真人 岡田　菜津美 東　部 学連選抜

10 賀谷　隆志 鈴木　理央 東　部 学連選抜

11 渡瀬 尚樹 林　沙苗 東　部 学連選抜

12 11020235 C 堤　大地 前田　恭佳 東　部 東京都 無所属

13 11040659 B 水野　康介 下村　貴子 東　部 埼玉県 無所属

14 11050305 B 工藤　正俊 伊藤　早紀 東　部 東京都 無所属

15 11050312 B 渡邉　雄介 黒木　愛莉 東　部 千葉県 無所属

16 11060136 B 木村　孝太 木村　千花 東　部 東京都 無所属

17 11087289 A 渡部　正光 渡部　典子 東　部 茨城県 無所属

18 11092784 C 人見　城治 野中　朱美 東　部 栃木県 無所属

19 11097352 A 五月女　光政 五月女　叡佳 東　部 栃木県 無所属

20 11117612 A 加地　渉 今橋　紗希 東　部 埼玉県 無所属

21 11117629 A 深澤　侑介 泉谷　衣美 東　部 東京都 無所属

22 11117712 A 大熊　海渡 蓮田　陽香 東　部 東京都 無所属

23 11117759 B 澤井　拓 中島　陽佳 東　部 東京都 無所属

24 11117777 A 前田　康人 前田　舞 東　部 埼玉県 無所属

25 11117787 C 清瀬　智也 花原　佳乃子 東　部 埼玉県 無所属

26 11117790 C 末永　一真 関　泉美 東　部 埼玉県 学　連

27 11127431 B 松浦　忠則 松浦　裕子 東　部 千葉県 無所属

28 11127504 B 大嶋　隆義 秋吉　花音 東　部 千葉県 無所属

29 11127587 A 石垣　和宏 三喜　穂菜美 東　部 千葉県 無所属

30 11127611 A 南雲　駿 南雲　真世 東　部 千葉県 無所属

31 11127617 A 木下　将希 小西　乙愛 東　部 千葉県 無所属

32 11127619 A 飯沼　孟大 馬場　えりな 東　部 東京都 無所属

33 11127630 C 円子　成和 髙橋　沙弥華 東　部 千葉県 無所属

34 11135062 A 野口　雄一朗 奥野　亮子 東　部 東京都 無所属

35 11137453 A 熊谷　光晃 粕尾　明日香 東　部 神奈川県 無所属

36 11137527 B 椙本　泰介 宮内　めぐみ 東　部 東京都 Ｎ・ＤＳ

37 11137532 A 綾野　晃志郎 長澤　穂乃花 東　部 東京都 無所属

38 11137579 A 孫　祖博 西村　早織 東　部 東京都 無所属

39 11137580 A 佐藤　祐馬 久保田　理沙 東　部 東京都 無所属

40 11137597 B 倉田　尭敏 山本　菜歩子 東　部 東京都 無所属

41 11137666 A 小塩　大河 板岡　真由 東　部 東京都 無所属

42 11137668 A 松本　福太郎 髙橋　里奈 東　部 東京都 無所属

43 11137673 A 岩﨑　将之 中山　絵里加 東　部 東京都 無所属

44 11137683 B 湯澤　夏樹 湯澤　珠里 東　部 茨城県 無所属

45 11137690 B 四宮　権一 吉田　有希 東　部 東京都 無所属

46 11137773 C 安達　遥一 安達　夏海 東　部 東京都 無所属

47 11137831 C 山内　祥太 伊藤　さき 東　部 東京都 無所属

48 11137837 A 八重田　裕也 坂本　文音 東　部 東京都 無所属

49 11137843 C 佐藤 力也 髙坂 真夏 東　部 東京都 無所属

50 11137846 C 尾石 和弥 尾石 里奈 東　部 東京都 無所属

日本武道館・大ホール 日本インターナショナルダンス選手権
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51 11137856 C 廣瀬 裕貴 安田 彩乃 東　部 東京都 無所属

52 11137868 C 杉浦　朱門 越川　京香 東　部 東京都 無所属

53 11137869 C 志冨　優 岩井　咲里華 東　部 東京都 無所属

54 11147188 C 黒須　幸雄 黒須　典子 東　部 神奈川県 無所属

55 11147241 A 藤森　春樹 金山　咲月 東　部 神奈川県 無所属

56 11147343 B 矢ヶ﨑　大地 細田　あゆみ 東　部 神奈川県 無所属

57 11147349 B 米積　雄大 和田　みさり 東　部 神奈川県 無所属

58 11147377 A 小林　開人 松尾　亜莉沙 東　部 神奈川県 無所属

59 11147379 B 田畑　芽吹 若島　倫子 東　部 神奈川県 無所属

60 11147398 A 本間　貴人 鈴木　舞 東　部 東京都 無所属

61 11147420 A 渡辺　順也 渡辺　香 東　部 神奈川県 無所属

62 11147425 B 井川　毅 小斉平　ひな 東　部 神奈川県 無所属

63 11147426 B 杉山　翔太 岩崎　朝 東　部 神奈川県 学　連

64 11157404 D 山内　藍 安藤　史夏 東　部 新潟県 学　連

65 12000800 A 志比　悠煕 志比　菜々子 北海道 な　し 北海道

66 12000878 B 太田　歩生 松本　京佳 北海道 な　し 北海道

67 12000965 E 高階　凌 榮岩　由莉那 北海道 な　し 北海道

68 12000993 B 中村　圭佑 清水　星那 北海道 な　し 北海道

69 12001004 B 川本　莉空 齋藤　彩夏 北海道 な　し 北海道

70 12001005 B 荻原　一輝 島　胡桃 北海道 な　し 北海道

71 12001007 C 大高　悠登 渡邉　美結 北海道 な　し 北海道

72 12001009 A 塚田　穣太 坂口　萌香 北海道 な　し 北海道

73 12001010 B 柴野　草大 山下　響姫 北海道 な　し 北海道

74 13003310 B 和田　光大 秦　恵 中　部 な　し 中部

75 13003337 B 齋藤　勇 中西　美千子 中　部 な　し 中部

76 13003869 A 小林　潤一 小林　麻衣 中　部 な　し 中部

77 13004038 A 野口　忠輝 須崎　美貴子 中　部 な　し 中部

78 13004087 B 相良　悠伍 山口　ひかり 中　部 な　し 中部

79 13004114 A 小林　寛康 林　由佳 中　部 な　し 中部

80 13004121 A 滝川　貴之 滝川　綾乃 中　部 な　し 中部

81 13004211 A 樫原　康太 加藤　みなみ 中　部 な　し 中部

82 13004236 C 村林　大輔 藩　寿子 中　部 な　し 中部

83 13004237 C 本多　大地 宮永　安珠 中　部 な　し 中部

84 14005913 C 横山　大翔 岩本　波奈乃 西　部 な　し 西部

85 14005915 C 田中　高輝 竜口　七彩 西　部 な　し 西部

86 15000341 A 稲垣　知宏 稲垣　尚美 九　州 な　し 九州

87 15003195 A 藤井　孝文 山本　裕子 九　州 な　し 九州
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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 11075728 D 武藤　新一 武藤　美代子 東　部 福島県 無所属

2 11087289 A 渡部　正光 渡部　典子 東　部 茨城県 無所属

3 11087415 B 馬場　政広 馬場　加代子 東　部 茨城県 無所属

4 11094801 C 星野　清 宮本　敬子 東　部 埼玉県 無所属

5 11097252 B 水間　得三 山中　桂子 東　部 埼玉県 無所属

6 11097345 C 岡本　久順 石橋　しのぶ 東　部 栃木県 無所属

7 11097365 B 吉川　秀之 吉川　由紀子 東　部 栃木県 無所属

8 11107260 B 鎌田　真哉 鎌田　みな子 東　部 群馬県 無所属

9 11112546 B 蝦名　和芳 蝦名　矩子 東　部 埼玉県 無所属

10 11117087 A 高橋　信夫 廣瀬　小百合 東　部 埼玉県 無所属

11 11117420 B 河原　隆之 河原　こころ 東　部 埼玉県 無所属

12 11117516 B 髙柳　正彦 安井　美佳 東　部 埼玉県 無所属

13 11117673 C 村田　優一郎 伊藤 由美子 東　部 埼玉県 無所属

14 11117718 C 鈴木　一生 星野　千恵子 東　部 埼玉県 無所属

15 11117720 B 余村　健一郎 林 那 東　部 埼玉県 無所属

16 11117724 B 相澤　大輔 尾形　徳子 東　部 埼玉県 無所属

17 11127243 B 清河　延宏 岡村　千恵 東　部 千葉県 無所属

18 11127601 B 柏木　芳則 柏木　絵美 東　部 千葉県 無所属

19 11127609 C 冬野　英和 冬野　朋子 東　部 千葉県 無所属

20 11127630 C 円子　成和 髙橋　沙弥華 東　部 千葉県 無所属

21 11132594 C 若杉　雄次 若杉　俊子 東　部 東京都 無所属

22 11133382 C 福原　保男 福原　逸子 東　部 東京都 ＭＷ

23 11134130 A 大嶽　達 大嶽　洋子 東　部 東京都 無所属

24 11135957 A 矢野　浩志 青山　香子 東　部 東京都 無所属

25 11136068 C 岡田　嘉隆 澤田　八千代 東　部 東京都 無所属

26 11136280 B 須﨑　博 横山　きよみ 東　部 東京都 無所属

27 11136335 B 村山　隆英 吉川　恵美 東　部 東京都 無所属

28 11137059 C 横田　孝好 中村　麻理美 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 11137351 B 井上　喜久夫 勝又　裕子 東　部 東京都 無所属

31 11137450 A 山田　雅人 山田　倫世 東　部 東京都 無所属

32 11137470 B 山田　文雄 山田　桂子 東　部 東京都 無所属

33 11137513 A 長谷川　定 北條　留加 東　部 東京都 無所属

34 11137565 A 板谷　裕志 鳥居　智重子 東　部 東京都 無所属

35 11137728 B 宮下　健司 松田　高子 東　部 東京都 無所属

36 11137806 B 大前　恵一朗 大前　智子 東　部 東京都 無所属

37 11142197 B 安宅　有 安宅　玲子 東　部 東京都 無所属

38 11143083 B 井口　正敏 福地　すみ江 東　部 神奈川県 無所属

39 11143681 B 小俣　徳夫 川島　杏奈 東　部 神奈川県 無所属

40 11147010 A 菊地　健男 河内　登志子 東　部 神奈川県 無所属

41 11147197 C 黒田　隆治 和田　善江 東　部 神奈川県 無所属

42 11147276 A 村内　洋平 村内　智子 東　部 神奈川県 無所属

43 11147302 C 根本　浩由 蛯谷　恵美子 東　部 神奈川県 無所属

44 11147313 B 櫛間　義則 林　深雪 東　部 神奈川県 無所属

45 11147337 C 安達　典生 小山　綾子 東　部 神奈川県 無所属

46 11147379 B 田畑　芽吹 若島　倫子 東　部 神奈川県 無所属

47 11157022 B 井口　英雄 宮下　真理子 東　部 新潟県 無所属

48 11157408 C 東田　昇 杉山　早苗 東　部 新潟県 無所属

49 11226933 C 石田　武志 高橋　喜代美 東　部 東京都 無所属

50 12000033 A 徳原　正則 徳原　絵里子 北海道 な　し 北海道
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51 13000550 A 鈴木　敏正 松浦　清子 中　部 な　し 中部

52 13000579 A 石川　鎮一 石川　敦子 中　部 な　し 中部

53 13000704 A 山崎　正彦 名木　美栄子 中　部 な　し 中部

54 13003310 B 和田　光大 秦　恵 中　部 な　し 中部

55 13003337 C 齋藤　勇 中西　美千子 中　部 な　し 中部

56 13003396 A 馬渕　亮一 馬渕　邦美 中　部 な　し 中部

57 13003806 A 山下　幸一 大下 順子 中　部 な　し 無所属

58 13003869 A 小林　潤一 小林　麻衣 中　部 な　し 中部

59 14000720 A 長谷川　圭一 神巻　直美 西　部 な　し 西部

60 14005251 A 髙木　克之 日下　貴志子 西　部 な　し 西部

61 15000341 A 稲垣　知宏 稲垣　尚美 九　州 な　し 九州

62 15003006 A 岩元　新一郎 岩元　真佐代 九　州 な　し 九州
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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 11083617 A 黒澤　達也 鈴木　ひとみ 東　部 茨城県 無所属

2 11087107 B 清水　淳 清水　日奈子 東　部 茨城県 無所属

3 11087350 B 柴田　俊男 天野　貴美子 東　部 茨城県 無所属

4 11097332 B 大島　祐一 岡村　智子 東　部 埼玉県 無所属

5 11115342 B 小口　修一 平山　知江 東　部 埼玉県 無所属

6 11117200 A 武田　澄人 武田　歩 東　部 埼玉県 無所属

7 11117300 A 宗形　隆史 牛渡　葉子 東　部 埼玉県 無所属

8 11117717 B 三瓶　友則 浦田　和美 東　部 埼玉県 無所属

9 11127422 A 村瀬　賢一 小笹　詩織 東　部 埼玉県 無所属

10 11132386 C 江原　幸一 江原　清美 東　部 東京都 無所属

11 11133398 C 内川　智 内川　晶子 東　部 東京都 無所属

12 11134486 B 佐藤　源太 佐藤　由布子 東　部 東京都 無所属

13 11134506 C 竹内　健太郎 竹内　真紀 東　部 埼玉県 無所属

14 11137032 C 野村　亮 木内　美奈 東　部 東京都 無所属

15 11137126 B 片庭　雄広 長田　有里子 東　部 茨城県 無所属

16 11137318 C 濱野　宗貞 岡本　千鶴 東　部 東京都 無所属

17 11137321 A 国松　正尚 国松　千絵 東　部 東京都 無所属

18 11137343 C 中村　隆 中村　福美 東　部 東京都 無所属

19 11137352 D 中沢　秀和 竹村 知子 東　部 東京都 無所属

20 11137449 A 岡田　重信 大野　清美 東　部 東京都 ＭＷ

21 11137466 A 相木　孝之 西村　清美 東　部 東京都 無所属

22 11137585 C 川尻　幸司 長島　洋子 東　部 東京都 無所属

23 11137781 C 佐々木　宏光 小林　まなみ 東　部 東京都 無所属

24 11141881 C 林　崇徳 林　世子 東　部 神奈川県 無所属

25 11145105 A 白井　泰昭 石井　かおり 東　部 神奈川県 無所属

26 11147149 A 高橋　健史 高橋　智惠子 東　部 神奈川県 無所属

27 11147300 A 櫻井　敬士 前田　郁代 東　部 神奈川県 無所属

28 11147408 B 横田　信之 吉田　治代 東　部 神奈川県 無所属

29 11157064 B 小池　越路 笹口　由香利 東　部 新潟県 無所属

30 11207151 D 土屋　公男 武田　加代 東　部 長野県 無所属

31 11207201 D 山田　丞二 佐々木　孝子 東　部 長野県 無所属

32 13000935 B 大林　茂樹 大林　公子 中　部 な　し 中部

33 14003839 A 松本　啓佑 松本　早織 西　部 な　し 西部

34 15000086 A 平山　康裕 平山　純子 九　州 な　し 九州

35 15006048 A 野田　和亀 野田　法子 九　州 な　し 九州

36 11117584 B 飯島　康雄 梶本　すみ子 東　部 茨城県 無所属
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