
記入欄 背番号 リーダー パートナー 所属

1 山本　一真 伊藤　梨乃 豊田市所属ｻｰｸﾙ

2 長村　和也 長村　祥子 奈良県直轄

3 吉井　誠児 吉井　富士子 奈良県DSC

シード 4 佐藤　祐馬 久保田　理沙 東京都DSC

5 高田　波平 北山　栄子 大阪府DSC

シード 6 五月女　光政 五月女　叡佳 SAM･DSC

7 川本　竜 川本　弥由 ｽﾎﾟｰﾂﾀﾞﾝｽ研究会

8 加藤　修久 加藤　裕子 大阪府DSC

9 廣瀬　裕貴 市澤　志穂里 東京都(個人登録)

10 滝川　貴之 滝川　綾乃 愛知郡所属ｻｰｸﾙ

シード 11 大西　大晶 大西　咲菜 ﾊｯﾋﾟｰHappyｸﾛｰﾊﾞｰ

12 磯貝　英夫 磯貝　貴美子 東村山市ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ連盟

13 綾野　晃志郎 長澤　穂乃花 目黒J&Y

14 山本　壮真 三喜　真梨菜 ブルボンＤＳＴ

15 八重田　裕也 坂本　文音 千葉大学舞踏研究会

16 橋本　大貴 盛田　友奈 海部郡所属ｻｰｸﾙ

17 清水　聡 堀田　まどか 東京外国語大学舞踏研究会

シード 18 山田　恭平 秋山　彩織 東京都DSC

19 守屋　駿 盛田　舞香 DSC神奈川

20 市川　元紀 松下　千秋 大阪府連 直

21 柿澤　夏月 廣川　萌々香 ｼﾉﾀﾞｽﾎﾟｰﾂﾀﾞﾝｽｸﾗﾌﾞ

22 孫　祖博 西村　早織 東京都DSC

23 安部　邦斗 安部　美咲 DSﾌｧﾐﾘｰ

24 加地　渉 今橋　紗希 埼玉県DSC

25 太田　歩生 松本　京佳 ｼｬﾙｳｨﾀﾞﾝｽ札幌

シード 26 石垣　和宏 三喜　穂菜美 ﾀﾞﾝｽﾁｰﾑみやおか

シード 27 藤森　春樹 金山　咲月 東京都DSC

28 藤原　信夫 鳥山　克美 京都Dｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

29 西田　芳宏 土谷　暁子 滋賀県 SDC

シード 30 海老原　竜太 須田　美咲 ｴﾋﾞﾊﾗﾀﾞﾝｽｽﾀｼﾞｵ

31 鈴木　宏之 岡田　敦子 個人会員(ｻｰｸﾙ未掌握含む)

シード 32 小嶋　みなと 盛田　めぐみ DSC神奈川

33 北田　佳秀 栗本　奈穂美 紀北ｸﾞﾘｰﾝﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

34 太田　佳輝 岡田　愛彩 ｷｯｽﾞ向山ｽﾀｰｽﾞ

グランプリスタンダード　　　Ｗ・Ｔ・(Ｖｗ)・Ｆ・Ｑ



記入欄 背番号 リーダー パートナー 所属

35 近藤　純 神城　真央 東京都(個人登録)

36 高階　凌 馬場　梨紗子 北海道DSC

37 和田　陽介 打越　瞳 ﾐｭｰｽﾞﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

シード 38 熊谷　光晃 粕尾　明日香 DTS友好会

39 佐々木　優 遊佐　美優子 ﾌｧﾐﾘｱﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

40 髙杉　耕一 髙杉　綾子 東京都DSC

41 小髙　修平 飯田　なでしこ 東京都DSC

42 高橋　海 竹内　杏奈 ﾀﾞﾝｽﾁｰﾑみやおか

43 松本　福太郎 髙橋　里奈 東京都(個人登録)

44 松村　健樹 松村　栄子 奈良県直轄

シード 45 飯沼　孟大 馬場　えりな DSC神奈川

46 大熊　和幸 大熊　詩子

47 森　晃士 森　仁美 三重県DSC

48 小林　潤一 小林　麻衣 富山県DSC

49 岩熊　孝臣 大澤　増子 大阪府連 直

50 内垣　孝一 十時　育子 兵庫県DSC

51 松平　孝康 宮田　陽子 京都Dｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

52 伊加井　義弘 伊加井　真弓 兵庫県DSC

53 吉田　泰規 中野　早苗 京都Dｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

54 松林　勝 藤　めぐみ 滋賀県DSC

55 加納　志郎 加納　輝美子 京都Dｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

56 猪原　博之 増山　千鶴 大阪府DSC

57 山﨑　光寛 畠山　和恵 富山県DSC

58 中山　義幸 冨永　孝子 大阪府連 直

59 谷中　和彦 金澤　明子 大阪府DSC

60 古川　博一 檜垣　玲子 京都府DSC

61 磯　史郎 磯　秀子 滋賀県 SDC

62 林　敏雄 林　朱美 大阪府DSC

63 川口　貢 松本　美惠子 大阪府DSC

64 松尾　茂樹 伊藤　万利子 大阪府DSC

65 森　拓哉 平岩　由貴 ﾀﾞﾝｽｻｰｸﾙ D･H･C

66 後藤　監治 堀口　千晶 兵庫県DSC

67 辻野　和宏 沼田　暁子 大阪府DSC

グランプリスタンダード　　　Ｗ・Ｔ・(Ｖｗ)・Ｆ・Ｑ



記入欄 背番号 リーダー パートナー 所属

1 新屋　秀和 滝川　絵理 ｼﾝﾔ ﾀﾞﾝｽｽﾀｼﾞｵ

2 Ｋｅｖｉｎ 河岡　宏美 T DanceProduction

3 西村　康宏 鳥尾　綾香 航空公園舞ダンススクール

4 岩本　喜治 合田　麻里 ダンススタジオ デポット

5 高島　大知 田村　奈緒子 TAICHI DANCE LUCE

6 久保田　弓椰 徳野　夏海 TEAM YUMIYA 北海道

7 山本　武志 木嶋　友美 LIBERA DANCE

8 上原 伸之 家入 由佳 Up Joy Dance Studio

記入欄 背番号 リーダー パートナー 所属

46 大熊　和幸 大熊　詩子

47 森　晃士 森　仁美 三重県DSC

48 小林　潤一 小林　麻衣 富山県DSC

64 松尾　茂樹 伊藤　万利子 大阪府DSC

65 森　拓哉 平岩　由貴 ﾀﾞﾝｽｻｰｸﾙ D･H･C

68 村田　知紀 北見　奈稚 DSC神奈川

69 上田　泰三 上田　里奈 ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ一葉会

70 東田　翼 太田　亜矢子 兵庫ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

71 山本　哲郎 工藤　由美子 東京都DSC

72 佐藤　寿一 佐藤　美奈子 東京都直轄

73 松本　武士 宮西　朋代 京都Dｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

74 押川　慧悟 和田　知世 DSC神奈川

75 西田　祐介 西田　朋子 DSC神奈川

76 永山　久男 玉城　彰子 兵庫ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

77 蜷川　博信 浅田　舞 東京都直轄

78 河野　弦二郎 河野　サヨ 京都府DSC

79 村瀬　賢一 小笹　詩織 埼玉県DSC

80 宗形　隆史 宗形　葉子 埼玉県DSC

81 石田　茂之 矢野　美帆子 すみれﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

82 大矢部　廣昭 中川　弘美 大阪府DSC

83 齋藤　有輝 齋藤　明佐子 ｵｸﾀﾞ ﾀﾞﾝｽ ｸﾗﾌﾞ

84 坂本　弘文 坂本　純子 ｻﾝﾗｲｽﾞﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

PDグランプリカップラテン　Ｓ・Ｃ・Ｒ・Ｐ・（Ｊ）

シニアⅠ選手権ラテン　Ｓ・Ｃ・Ｒ・Ｐ・（Ｊ）



記入欄 背番号 リーダー パートナー 所属

85 外村　温仁 石井　ｱﾝｼﾞｪﾘｰﾅ 横浜中央ｷｯｽﾞｸﾗﾌﾞ

86 小宮　康平 渡辺　華凛 ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

87 原口　侑弥 大西　陽来里 ﾊｯﾋﾟｰHappyｸﾛｰﾊﾞｰ

88 南山　雄大 山田　埜愛 ｷｯｽﾞ向山ｽﾀｰｽﾞ

89 中村　圭希 関本　結 京都ｼﾞｭﾆｱﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂｻｰｸﾙ

90 津田　琥汰朗 津田　マリア ｼﾞｭﾆｱﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ大阪

91 足立　拓海 笹澤　凜 ﾀﾞﾝｽﾁｰﾑみやおか

92 高階　凌 榮岩　由莉那 北海道DSC

93 濱田　琉成 鈴木　桜咲 木嶋ｸﾗﾌﾞ

94 小林　才時 前田　佳音 ｷｯｽﾞ向山ｽﾀｰｽﾞ

95 ホワイトン　謙心 ホワイトン　夏奈実 ブルボンＤＳＴ

96 伊達　楓真 中井　結愛 京都ｼﾞｭﾆｱﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂｻｰｸﾙ

記入欄 背番号 リーダー パートナー 所属

85 外村　温仁 石井　ｱﾝｼﾞｪﾘｰﾅ 横浜中央ｷｯｽﾞｸﾗﾌﾞ

86 小宮　康平 渡辺　華凛 ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

87 原口　侑弥 大西　陽来里 ﾊｯﾋﾟｰHappyｸﾛｰﾊﾞｰ

88 南山　雄大 山田　埜愛 ｷｯｽﾞ向山ｽﾀｰｽﾞ

89 中村　圭希 関本　結 京都ｼﾞｭﾆｱﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂｻｰｸﾙ

90 津田　琥汰朗 津田　マリア ｼﾞｭﾆｱﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ大阪

91 足立　拓海 笹澤　凜 ﾀﾞﾝｽﾁｰﾑみやおか

92 高階　凌 榮岩　由莉那 北海道DSC

93 濱田　琉成 鈴木　桜咲 木嶋ｸﾗﾌﾞ

94 小林　才時 前田　佳音 ｷｯｽﾞ向山ｽﾀｰｽﾞ

95 ホワイトン　謙心 ホワイトン　夏奈実 ブルボンＤＳＴ

96 伊達　楓真 中井　結愛 京都ｼﾞｭﾆｱﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂｻｰｸﾙ

97 岡内　唯一 岡内　暖羽 ｼﾞｭﾆｱﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ大阪

ジュニアラテン　Ｓ・Ｃ・Ｒ・Ｐ・（Ｊ）

ジュニアスタンダード　　　Ｗ・Ｔ・(Ｖｗ)・Ｆ・Ｑ



記入欄 背番号 リーダー パートナー 所属 記入欄 背番号 リーダー パートナー 所属

148 西坂　知明 秦　いづみ 大阪府連 直 177 近藤　安宏 近藤　トミ子 大阪府連 直

156 加藤　康博 加藤　泰子 ﾅﾁｭﾗﾙﾀﾞﾝｽ 178 岡本　勝 巴　真知子 大阪府連 直

157 森高　猛 森高　良子 大阪府DSC 179 合田　敏一 田中　春子 大阪府連 直

158 森本　博文 中上　敏子 奈良県直轄 180 坂元　美津彦 山内　和子 兵庫ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

159 青葉　義雄 青木　めぐみ 大阪府連 直 181 佐々木　征三 佐々木　絢子 大阪府連 直

160 大嶋　毅 大嶋　博子 ﾌﾟﾙﾐｴﾀﾞﾝｽ同好会 182 田口　信一 中田　久美子 兵庫ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

161 山田　武久 安藤　千里 鳥取県DSC 183 俣野　克彦 俣野　洋子 ﾌﾟﾙﾐｴﾀﾞﾝｽ同好会

162 土田　康人 松浦　明子 滋賀県 SDC 184 西川　潔 岩田　純子 大阪府連 直

163 板谷　昭忠 室町　洋子 京都Dｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 185 大久保　昌克 後藤　タカ子 大阪府DSC

164 高松　博 高松　恵美子 三菱自動車京都D.S.部 186 本田　純雄 本田　美保子 兵庫県DSC

165 亀井　強司 亀井　悦子 兵庫ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 187 瀧口　幹二 坂東　清美 ｽｳｨﾝｸﾞﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

166 佐藤　孝敬 館　洋子 大阪府連 直 188 小宮山　隆弘 加藤　善子 兵庫ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

167 小川　政義 小川　初枝 ﾗﾎﾟｰﾙﾀﾞﾝｽ同好会 189 吉岡　達典 松本　房代 大阪府連 直

168 東　照雄 大西　蓉子 大阪府DSC 190 空木　光治 空木　清美 三菱自動車京都D.S.部

169 石神　一興 加持　友子 京都Dｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 191 宇野　満男 中村　久美子 京都府DSC

170 古川　泰義 川瀬　美恵子 大阪府DSC 192 足高　康正 足高　博子 ｽｶｲﾛｰﾄﾞ

171 向　正男 石本　留美子 ﾀﾞﾝｽ塾 やよい 193 足立　理生 足立　理津子 京都Dｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

172 立岡　孝三 立岡　晴子 大阪府連 直 194 野田　光昭 髙島　加代子 兵庫県DSC

173 折戸　利樹 判　裕美子 大阪府連 直 195 中西　忍 柴田　潤子 京都Dｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

174 笹岡　千海 笹岡　麗子 大阪府DSC 196 北羅　千昌 堀田　郷子 大阪府連 直

175 堀江　由三 真砂　佳美 兵庫ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 197 抜山　富雄 村田　君江 京都府DSC

176 山内　孝春 山内　緑 兵庫ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 198 北中　稔 柴田　久美子 滋賀県 SDC

記入欄 背番号 リーダー パートナー 所属 記入欄 背番号 リーダー パートナー 所属

193 足立　理生 足立　理津子 京都Dｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 204 田澤　義輔 髙橋　要子 大阪府連 直

199 坪田　九一郎 中江　礼子 滋賀県 SDC 205 谷口　和男 藤原　美紀 大阪府連 直

200 藤岡　正治 藤岡　君江 ｽｶｲﾛｰﾄﾞ 206 升田　重良 北尾　富子 京都府DSC

201 飯村　匠 山田　高嶺 京都ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂｻｰｸﾙ 207 西岡　克美 古平　玲子 兵庫ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

202 魚住　幹男 魚住　八重子 滋賀県 SDC 208 前田　征良 三谷　くに子 兵庫ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

203 玉野　牧夫 山本　多加子 大阪府連 直 209 奥村　至 奥村　幸江 大阪府連 直

C級　スタンダード　Ｔ・Ｆ

Ｄ級　スタンダード　Ｗ・T



記入欄 背番号 リーダー パートナー 所属 記入欄 背番号 リーダー パートナー 所属

51 松平　孝康 宮田　陽子 京都Dｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 151 立山　敏信 立山　千代 大阪府DSC

52 伊加井　義弘 伊加井　真弓 兵庫県DSC 152 養父　規幸 養父　啓子 大阪府DSC

53 吉田　泰規 中野　早苗 京都Dｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 153 渡邉　尚英 渡邉　真弓 大阪府DSC

54 松林　勝 藤　めぐみ 滋賀県DSC 154 森井　英実 橋辺　昌子 ﾚｰｸﾀﾞﾝｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

55 加納　志郎 加納　輝美子 京都Dｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 155 友田　康晴 中村　敏子 京都府DSC

56 猪原　博之 増山　千鶴 大阪府DSC 212 岡島　雅明 岡島　恵子 大阪府DSC

57 山﨑　光寛 畠山　和恵 富山県DSC 213 菅　研二 菅　麗子 大阪府DSC

58 中山　義幸 冨永　孝子 大阪府連 直 214 川上　隆昭 川上　朋子 兵庫県DSC

59 谷中　和彦 金澤　明子 大阪府DSC 215 丸田　真治 丸田　澄江 滋賀県 SDC

60 古川　博一 檜垣　玲子 京都府DSC 216 大下　静男 植田　幸世 兵庫県DSC

61 磯　史郎 磯　秀子 滋賀県 SDC 217 堀田　隆 堀田　邦子 奈良県直轄

62 林　敏雄 林　朱美 大阪府DSC 218 金井　秀夫 渡邉　久美子 大阪府DSC

63 川口　貢 松本　美惠子 大阪府DSC 219 森川　明 迫川　百合子 大阪府連 直

64 松尾　茂樹 伊藤　万利子 大阪府DSC 220 大西　克典 大西　美千代 大阪府DSC

65 森　拓哉 平岩　由貴 ﾀﾞﾝｽｻｰｸﾙ D･H･C 221 勝部　守 勝部　千佳子 大阪府連 直

66 後藤　監治 堀口　千晶 兵庫県DSC 222 西河　健 日野　光江 滋賀県DSC

67 辻野　和宏 沼田　暁子 大阪府DSC 223 吉岡　仁 高野　嘉代子 大阪府DSC

143 鈴木　雄也 鈴木　邦子 愛知県DSC 224 中本　滋信 中本　こずえ 兵庫県DSC

144 片山　啓二 本田　良子 大阪府連 直

シニアⅡA級　スタンダード　Ｗ・Ｔ・Ｆ



記入欄 背番号 リーダー パートナー 所属 記入欄 背番号 リーダー パートナー 所属

82 大矢部　廣昭 中川　弘美 大阪府DSC 121 長谷　新三郎 上原　晶子 大阪府DSC

98 巣立　博明 滝下　幸栄 京都Dｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 122 島　詩郎 島　京子 ｽｶｲﾛｰﾄﾞ

99 藤原　弘光 西部　紗妥子 京都府DSC 123 酒井　新也 酒井　多津子 甲東ふたば

100 永岡　成明 久松　秀子 兵庫ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 124 桂　宏光 田和　淳子 大阪府連 直

101 井上　修 上北　朋子 兵庫ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 125 村田　繁 裏垣　章子 大阪府DSC

102 福森　章夫 福森　淳子 大阪府DSC 126 野田　農廣 今北　照子 滋賀県 SDC

103 田中　祥雅 築山　玲子 大阪府連 直 127 河邉　眞人 河邉　友子 兵庫県DSC

104 澤田　章 山口　絹代 大阪府DSC 128 奥村　晃三 奥村　あつ子 大阪府連 直

105 高田　清 高田　百合子 兵庫県DSC 129 國本　清 前原　和美 京都府DSC

106 北原　常宏 伊藤　かおる 京都Dｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 130 今本　年昭 奥中　仁子 大阪府連 直

107 畠田　敏幸 畠田　純子 LSｸﾞﾘｰﾝｸﾗﾌﾞ 131 太田　正義 春菜　由紀 兵庫ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

108 南場　義弘 南場　千代子 兵庫県DSC 132 田中　国雄 中野　知津子 和歌山県DSC

109 濵　雅裕 濵　眞弓 大阪府連 直 133 深山　達男 瀬戸口　一枝 兵庫ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

110 長瀬　義孝 植松　真佐子 京都Dｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 134 安田　博 井出　ひとみ 大阪府DSC

111 木野　博幸 奥野　典子 奈良県直轄 135 岡本　隆之 岡本　典子 京都Dｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

112 藤田　達巳 山本　幸江 兵庫県DSC 136 角田　善茂 浅葉　容子 大阪府連 直

113 内藤　剛 橋本　真理 大阪府DSC 137 平田　善範 村田　りか 大阪府連 直

114 河野　利徳 俊成　和貴子 大阪府DSC 138 坂田　道生 木村　有里 京都府DSC

115 潮　和男 三嶋　珠実 兵庫ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 139 田中　宏和 山本　恵津子 社交ﾀﾞﾝｽｻｰｸﾙTeam-Try

116 四方　英夫 磯井　春美 ﾌﾟﾙﾐｴﾀﾞﾝｽ同好会 140 岸野　清 佐々木　貴子 大阪府連 直

117 内藤　康延 安井　初栄 京都Dｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 141 齋藤　康雄 余田　久美子 京都市ﾀﾞﾝｽ部 ﾘﾊﾞｰｽ

118 川村　光一 小出　幸子 大阪府DSC 142 清水　治夫 清水　郁子 滋賀県 SDC

119 豊見里　正 坂本　綾子 兵庫ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 143 鈴木　雄也 鈴木　邦子 愛知県DSC

120 加藤　仁 竹谷　秋美 大阪府DSC 144 片山　啓二 本田　良子 大阪府連 直

Ｂ級　スタンダード　Ｗ・Ｆ・（Ｑ）



記入欄 背番号 リーダー パートナー 所属 記入欄 背番号 リーダー パートナー 所属

49 岩熊　孝臣 大澤　増子 大阪府連 直 146 坂本　啓介 山内　秀美 大阪府連 直

66 後藤　監治 堀口　千晶 兵庫県DSC 147 小原　茂祥 永田　めぐみ 大阪府DSC

83 齋藤　有輝 齋藤　明佐子 ｵｸﾀﾞ ﾀﾞﾝｽ ｸﾗﾌﾞ 148 西坂　知明 秦　いづみ 大阪府連 直

84 坂本　弘文 坂本　純子 ｻﾝﾗｲｽﾞﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 149 石川　慎司 髙田　菜月 岡山県

133 深山　達男 瀬戸口　一枝 兵庫ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 150 西田　和平 福田　安莉 京都Dｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

134 安田　博 井出　ひとみ 大阪府DSC 151 立山　敏信 立山　千代 大阪府DSC

135 岡本　隆之 岡本　典子 京都Dｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 152 養父　規幸 養父　啓子 大阪府DSC

136 角田　善茂 浅葉　容子 大阪府連 直 153 渡邉　尚英 渡邉　真弓 大阪府DSC

137 平田　善範 村田　りか 大阪府連 直 154 森井　英実 橋辺　昌子 ﾚｰｸﾀﾞﾝｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

145 武中　維久王 平良　マイヤ 大阪府連 直 155 友田　康晴 中村　敏子 京都府DSC

記入欄 背番号 リーダー パートナー 所属 記入欄 背番号 リーダー パートナー 所属

50 内垣　孝一 十時　育子 兵庫県DSC 149 石川　慎司 髙田　菜月 岡山県

67 辻野　和宏 沼田　暁子 大阪府DSC 150 西田　和平 福田　安莉 京都Dｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

138 坂田　道生 木村　有里 京都府DSC 192 足高　康正 足高　博子 ｽｶｲﾛｰﾄﾞ

139 田中　宏和 山本　恵津子 社交ﾀﾞﾝｽｻｰｸﾙTeam-Try

記入欄 背番号 リーダー パートナー 所属 記入欄 背番号 リーダー パートナー 所属

140 岸野　清 佐々木　貴子 大阪府連 直 197 抜山　富雄 村田　君江 京都府DSC

141 齋藤　康雄 余田　久美子 京都市ﾀﾞﾝｽ部 ﾘﾊﾞｰｽ 198 北中　稔 柴田　久美子 滋賀県 SDC

142 清水　治夫 清水　郁子 滋賀県 SDC 209 奥村　至 奥村　幸江 大阪府連 直

194 野田　光昭 髙島　加代子 兵庫県DSC 210 森田　淳平 納谷　真央 京都ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂｻｰｸﾙ

195 中西　忍 柴田　潤子 京都Dｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 211 田代　信博 和田　映子 京都府DSC

196 北羅　千昌 堀田　郷子 大阪府連 直

Ｄ級　ラテン　Ｃ・Ｒ

Ｂ級　ラテン　Ｃ・Ｒ・（Ｐ）

Ｃ級　ラテン　Ｓ・Ｃ




