
チームマッチ出場選手一覧表

【タイガー戦】

山本　信一 ／益田　敦子 田母神　顕 ／田母神博美

井戸　博 ／井戸　好子 石原　繁幸 ／石原　節江

岩本　進 ／小山　順子 丹野　吉道 ／丹野いづみ

松本　博 ／増田　鈴子 村上　和穂 ／中野　真弓

伊藤　誠治 ／蟹江　淳子 峰　裕一 ／椿原絵里加

臼井　勇輔 ／高木　絵美 後藤　秀行 ／田島　聖子

田中　寛 ／加藤真理子 森　眞市 ／鈴木　理子

宇野　幸男 ／本田久仁子 土屋　寛治 ／白石　倫子

本田　優 ／滝　幸子 浅野　高司 ／石橋満喜子

櫻井　裕幸 ／緑川　知子 光岡　和男 ／坂　洋子

高橋　弘光 ／杉本　佳織 西村　紘一 ／鯉江　彩加

安藤　孝之 ／橋詰　友美 横井　龍一 ／竹中　智子

田中　忠雄 ／丸山　エミ 飯田　明 ／内山　洋子

三村三喜男 ／三村　政江 伊藤　成輝 ／葛原ゆき子

長江　誠 ／鹿野　久恵 森　真一郎 ／森　千晴

木村　建心 ／大河内結衣 木村　成吾 ／大河内結衣

【イーグル戦】

背番号 チーム名 教室名・サークル名

21 ごろにゃんチーム ｶﾄｳﾉﾌﾞﾋﾄﾀﾞﾝｽｱｶﾃﾞﾐｰ 岩本　進 ／小山　順子 伊藤　成輝 ／葛原ゆき子

22 オーロラ姫 サークル シンデレラ 長谷川　崇 ／新井　季子 中山　智之 ／田島　聖子

23 スーパースターズ ﾀｹﾀﾞﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ･ｱｶﾃﾞﾐｰ 石倉　平五 ／山本　久子 櫻井　裕幸 ／緑川　知子

24 チーム ポヨ ｶﾄｳﾉﾌﾞﾋﾄﾀﾞﾝｽｱｶﾃﾞﾐｰ 田中　寛 ／加藤真理子 松本　博 ／増田　鈴子

25 アリエル サークル シンデレラ 伊藤　誠治 ／池田　愛加 臼井　勇輔 ／久保田亜由美

26 チーム めいちゃん ｶﾄｳﾉﾌﾞﾋﾄﾀﾞﾝｽｱｶﾃﾞﾐｰ 田中　忠雄 ／丸山　エミ 宇野　幸男 ／本田久仁子

27 Ｊｕｍｐｉｎ’ Ｅａｇｌｅ Ｊｕｍｐｉｎ’ Ｊｉｖｅ 秋保　祐太 ／鯉江　彩加 横井　龍一 ／竹中　智子

28 フェアリーズ タナカダンススクール 川路　賢次 ／川路ユリ子 榊原　恒夫 ／水野　和子

29 チーム ココにゃん ｶﾄｳﾉﾌﾞﾋﾄﾀﾞﾝｽｱｶﾃﾞﾐｰ 森　眞市 ／鈴木　理子 土屋　寛治 ／白石　倫子

30 ラプンツェル サークル シンデレラ 桜井大二郎 ／桜井麻知代 山本　英貴 ／中田由佳里

31 チーム ナツちゃん ｶﾄｳﾉﾌﾞﾋﾄﾀﾞﾝｽｱｶﾃﾞﾐｰ 飯田　明 ／内山　洋子 三村三喜男 ／三村　政江

32 カワチ ハニーチーム ｶﾜﾁ総合ﾀﾞﾝｽｱｶﾃﾞﾐｰ 杉藤　嘉洋 ／山内理恵子 鳥居　勝男 ／城殿芙美子

33 ベル サークル シンデレラ 峰　裕一 ／長谷部つぐみ 恒川　実夫 ／高木　ゆう

34 ルイ君チーム ｶﾄｳﾉﾌﾞﾋﾄﾀﾞﾝｽｱｶﾃﾞﾐｰ 丹野　吉道 ／丹野いづみ 村上　和穂 ／中野　真弓

35 ベーシック　ダンス ベーシック ダンス 田母神　顕 ／田母神博美 栗添　明 ／鈴木　秀江

背番号 チーム名 教室名・サークル名
Ｗ Ｔ

Ｒ Ｃ

1 もりのくまさん もりのくまさん

2 チーム 四天王 ｶﾄｳﾉﾌﾞﾋﾄﾀﾞﾝｽｱｶﾃﾞﾐｰ

3 シンデレラ サークル シンデレラ

4 KNDダンシングチーム ｶﾄｳﾉﾌﾞﾋﾄﾀﾞﾝｽｱｶﾃﾞﾐｰ

5 美女と野獣チーム ﾀｹﾀﾞﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ･ｱｶﾃﾞﾐｰ

6 Ｊｕｍｐｉｎ’ Ｔｉｇｅｒ Ｊｕｍｐｉｎ’ Ｊｉｖｅ

7 チーム 加ッツアイ ｶﾄｳﾉﾌﾞﾋﾄﾀﾞﾝｽｱｶﾃﾞﾐｰ

8 ディズニー オールスターズ 佐野ダンスアカデミー

ＷＴ ＲＣ



チームマッチ出場選手一覧表

【モダン戦】

久田　東 ／高橋　洋子 磯村　重則 ／神谷美代子

鶴巻登志男 ／大串　春子

丹野　吉道 ／丹野いづみ 森　眞市 ／鈴木　理子

岩本　進 ／小山　順子

波切　高治 ／白井　靖子 神藤　正己 ／竹田　玉城

細川　準一 ／宮下加代子

田中　忠雄 ／丸山　エミ 田中　寛 ／加藤真理子

飯田　明 ／内山　洋子

石倉　平五 ／山本　久子 手嶋　義則 ／鳥居　洋子

山田　修 ／牧　千恵子

峰　裕一 ／椿原絵里加 長谷川　崇 ／新井　季子

伊藤　誠治 ／蟹江　淳子

阿子田佳典 ／阿子田光子 伴野　照男 ／松浦　敦子

戸田　功 ／戸田美加子

増田　貞夫 ／上北　道代 伊藤　忠司 ／山本恵美子

中村　俊哉 ／中村真理子

岡田　浩之 ／岡田やす江 鳥居　勝男 ／城殿芙美子

杉藤　嘉洋 ／山内理恵子

背番号 チーム名 教室名・サークル名
Ｗ Ｔ

F

41 くぅ～たん タナカダンススクール

42 チーム イブちゃん ｶﾄｳﾉﾌﾞﾋﾄﾀﾞﾝｽｱｶﾃﾞﾐｰ

43 まぶだち～ず マブチダンススクール

44 チーム ビビアン ｶﾄｳﾉﾌﾞﾋﾄﾀﾞﾝｽｱｶﾃﾞﾐｰ

45 仮面舞踏会チーム ﾀｹﾀﾞﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ･ｱｶﾃﾞﾐｰ

46 シンデレラーズ・スリー サークル シンデレラ

49 カワチ クロマメチーム ｶﾜﾁ総合ﾀﾞﾝｽｱｶﾃﾞﾐｰ

47 コルシカ コルシカ

48 ハッピーチーム ｶﾄｳﾉﾌﾞﾋﾄﾀﾞﾝｽｱｶﾃﾞﾐｰ


