
プロ ラテンアメリカン　オープン （ＣＳＲＰ）
3 阪野　清人 阪野　綾 愛知 51 新海　晋也 新海　きみ子 愛知
20 佐野　智一 佐野　和美 愛知 53 小宮　一浩 河内　芳江 愛知
28 横田　哲也 深谷　梓 愛知 55 澤田　健一 寺尾　理江 愛知
35 安藤　裕一 梶村　有紀 愛知 62 小西　雅司 秋山　洋子 愛知
47 大内　孝則 小野　晶子 神奈川

プロ　ラテンアメリカン　ＢＣＤ級 （ＣＳ）
2 下沢　礼一 下沢　由喜子 愛知 28 横田　哲也 深谷　梓 愛知
15 柴田　真希 松岡　永里子 愛知 40 田口　信吾 田口　智子 愛知
18 飯沼　佐敏 飯沼　育子 愛知 48 多賀　治夫 多賀　美佐子 富山
27 神田　真佐志 神田　綾子 愛知 51 新海　晋也 新海　きみ子 愛知

プロ　ラテンアメリカン　ＣＤ級 （ＲＰ）
16 末次　信男 山口　静子 愛知 38 田﨑　義政 杉浦　里美 愛知
25 岩田　健司 鈴木　智香子 愛知 42 波多野　荘司 波多野　富美子 愛知
30 土肥　正夫 圧地　広子 富山 46 鶴山　博之 中井　博子 富山

プロ　ラテンアメリカン　ＤＮ級 （ＣＲ）
8 高島　晃治 高島　敦子 愛知 43 小野田　正雄 長谷川　房子 愛知
16 末次　信男 山口　静子 愛知 46 鶴山　博之 中井　博子 富山
39 石川　孝一 青木　佳龍 富山 59 中川　雄太 中川　久美子 愛知

プロ　スタンダード　オープン （ＷＴＦＱ）
1 角谷　隆 角谷　めぐみ 愛知 33 竹田　智一 竹田　哲子 愛知
5 江上　正明 中村　葉子 富山 37 増渕　利雄 増渕　洋子 東京
8 高島　晃治 高島　敦子 愛知 41 夏目　和夫 夏目　寿乃 静岡
11 花井　秀年 小林　恵子 愛知 45 岡田　章男 岡田　和美 三重
15 柴田　真希 松岡　永里子 愛知 48 多賀　治夫 多賀　美佐子 富山
18 飯沼　佐敏 飯沼　育子 愛知 52 伊藤　徹 伊藤　陽子 愛知
22 井上　泰伸 菅野　江波 愛知 55 澤田　健一 寺尾　理江 愛知
25 岩田　健司 鈴木　智香子 愛知 59 中川　雄太 中川　久美子 愛知
29 槌谷　真一 槌谷　弘美 富山 61 寺島　貴信 寺島　裕希 愛知

62 小西　雅司 秋山　洋子 愛知



プロ　スタンダード　BCD級 （ＦＱ）
3 阪野　清人 阪野　綾 愛知 31 岡村　拓美 水野　夏来 愛知
7 内田　忠保 杉岡　富美子 富山 34 筏井　茂夫 筏井　まさみ 石川
8 高島　晃治 高島　敦子 愛知 38 田﨑　義政 杉浦　里美 愛知
13 酒向　康司 酒向　由加里 愛知 41 夏目　和夫 夏目　寿乃 静岡
16 末次　信男 山口　静子 愛知 42 波多野　荘司 波多野　富美子 愛知
19 中井　堅郎 藤野　幸子 愛知 44 勘坂　吉夫 朽木　恵美子 富山
20 佐野　智一 佐野　和美 愛知 49 小島　章司 小島　廣美 愛知
22 井上　泰伸 菅野　江波 愛知 52 伊藤　徹 伊藤　陽子 愛知
24 貴多　唯行 西村　裕子 石川 54 荒木　年明 渡辺　啓子 富山
26 中野　義史 中野　純子 愛知 58 前田　佳宏 前田　眞理子 愛知
30 土肥　正夫 圧地　広子 富山 61 寺島　貴信 寺島　裕希 愛知

プロ　スタンダード　ＣＤ級 （ＴＦ）
2 下沢　礼一 下沢　由喜子 愛知 31 岡村　拓美 水野　夏来 愛知
4 伊藤　幹雄 伊藤　貞子 福井 32 山本　利春 山本　佐和子 石川
6 柳田　正一 柳田　容子 富山 34 筏井　茂夫 筏井　まさみ 石川
9 藤田　勝盛 藤田　ゆかり 三重 35 安藤　裕一 梶村　有紀 愛知
10 前田　哲司 前田　たみ子 三重 39 石川　孝一 青木　佳龍 富山
12 木村　有恒 木村　まり子 愛知 40 田口　信吾 田口　智子 愛知
16 末次　信男 山口　静子 愛知 43 小野田　正雄 長谷川　房子 愛知
19 中井　堅郎 藤野　幸子 愛知 46 鶴山　博之 中井　博子 富山
21 上村　隆司 西森　芳子 富山 51 新海　晋也 新海　きみ子 愛知
24 貴多　唯行 西村　裕子 石川 56 吉原　雅秋 大滝　久枝 京都
27 神田　真佐志 神田　綾子 愛知

プロ　スタンダード　ＤＮ級 （ＷＦ）
4 伊藤　幹雄 伊藤　貞子 福井 31 岡村　拓美 水野　夏来 愛知
9 藤田　勝盛 藤田　ゆかり 三重 35 安藤　裕一 梶村　有紀 愛知
12 木村　有恒 木村　まり子 愛知 36 吉本　正 井上　幸子 富山
14 光橋　昇 原　ひろみ 富山 39 石川　孝一 青木　佳龍 富山
17 鰐川　晃 田中　栄子 愛知 50 岩田　英晃 小林　滋子 愛知
21 上村　隆司 西森　芳子 富山 57 多喜　定男 山﨑　和枝 福井
23 保川　中 稲垣　清美 富山 60 松井　順一 水野　侑子 富山
27 神田　真佐志 神田　綾子 愛知


