
アマ／ボールルーム／選手権／(ＷＴＶＦＱ） 39組

背番号 選 手 名 ・ パ ー ト ナ ー 名 支局 背番号 選 手 名 ・ パ ー ト ナ ー 名 支局

105 平松　成文 原　映子 愛知 194 小川　明 杉浦　節子 愛知

110 川部　高 川部　和子 愛知 203 山本　一真 加納　杏那 愛知

112 二宮　淳行 石黒えみこ 愛知 207 村上　和穂 中野　真弓 愛知

116 都築　観 柴田　夕輝 愛知 209 田川　貴一 安東ニシャ 愛知

126 榊原　悠介 井指　未来 愛知 218 坂部　太一 越井　菜々 愛知

132 熊澤　功起 大島　可愛 愛知 223 間宮　圓治 間宮　昌子 愛知

137 松本　博 増田　鈴子 愛知 225 櫻井　裕幸 緑川　知子 愛知

145 近藤　信吾 京極　智恵 愛知 227 沖　雅也 広瀬　美子 三重

148 宮地　智也 渡邊　真優 愛知 228 井川　海斗 杉浦　綾 岐阜

154 大河内　譲 大河内久美代 愛知 232 田中　純 山田　桃子 愛知

163 遠山　雅光 遠山　聖子 愛知 234 吉川　和樹 吉川　百香 愛知

169 鳴海　正人 坂下八永子 愛知 240 植本　悠介 下廣　莉奈 愛知

172 中井　慎弥 中村　有香 愛知 253 松下　茂 松下知英子 愛知

175 加藤　保道 森広佐代子 岐阜 256 本田　優 滝　幸子 愛知

179 森　晃士 森　仁美 三重 263 小谷良太郎 小谷由紀子 愛知

183 小島　健児 小島亜里紗 岐阜 278 大口　喜昭 北川　春美 愛知

185 髙谷　智史 平井　絢子 愛知 279 尾﨑　直也 久保田ゆうか 愛知

186 加藤　優也 加藤　ルナ 愛知 280 小野寺吉彦 谷口　舞 愛知

187 星野　浩基 星野　舞子 愛知 293 平島　侑人 近藤　亜衣 愛知

188 橋口　敏 吉井　文江 愛知

アマ／ボールルーム／Ｂ級／(ＦＱ） 64組

背番号 選 手 名 ・ パ ー ト ナ ー 名 支局 背番号 選 手 名 ・ パ ー ト ナ ー 名 支局

103 小森　友貴 田中　優奈 愛知 179 森　晃士 森　仁美 三重

108 石倉　平五 山本　久子 愛知 182 河村　明偉 栗本　裕子 愛知

111 近藤　泰典 長田真樹子 愛知 188 橋口　敏 吉井　文江 愛知

117 田代　浩 田代　智子 三重 189 岩堀　輝雄 村松　明子 愛知

119 小川　克彦 岩井　栄 愛知 190 岩本　進 小山　順子 愛知

121 石川　克巳 丹羽三千代 愛知 191 町野　好博 町野　初枝 岐阜

122 榊原　克芳 永谷　喜子 愛知 197 柴田　年男 横田　絹代 愛知

125 服部　弘 服部　初枝 愛知 198 大岡　建司 小林　桜子 愛知

127 平松南海雄 皆川千寿子 愛知 204 林　昌宏 吉戸　華鈴 愛知

129 杉山　正美 上田　和子 愛知 206 長江　誠 鹿野　久恵 愛知

130 森瀬　恭年 森瀬　久子 愛知 213 宮城　力男 落合みどり 静岡

131 木村　登 伊藤めぐみ 岐阜 219 古田　紀一 平手　醇子 愛知

132 熊澤　功起 大島　可愛 愛知 226 藤井　恒治 中原　和代 愛知

135 小宮　太郎 川瀬伊津子 愛知 228 井川　海斗 杉浦　綾 岐阜

136 田中　忠雄 丸山　ミエ 愛知 229 梅村　昇一 吉田　三世 愛知

137 松本　博 増田　鈴子 愛知 241 野田　和伯 真木れい子 愛知

138 宇野　幸男 本田久仁子 愛知 243 栗添　明 鈴木　秀江 愛知

139 山本　秀雄 木下　陽子 愛知 248 片岡　和樹 長沼　春花 愛知

140 柴垣　宏行 福瀧　愛子 愛知 249 柴田　修一 篠塚　栄子 愛知

141 和田　敏信 和田美起子 愛知 251 山本　道雄 細田あやの 愛知

147 安井　一史 安井　充子 愛知 254 鈴木　正明 松尾ひろ子 愛知

149 戸田　光志 戸田ひろ子 愛知 259 後藤　元信 後藤　佳子 愛知

150 川路　賢次 川路ユリ子 愛知 260 波切　高治 白井　靖子 静岡

151 鳥居　勝男 城殿芙美子 愛知 261 髙橋　正樹 加藤　都 愛知

152 土屋　寛治 白石　倫子 愛知 273 細川　準一 宮下加代子 愛知

155 可児　秀和 岡田　博子 愛知 274 中村　聘二 島津　紀美 静岡

156 塚本　邦夫 塚本奈るみ 愛知 275 近田　敏弘 近田　弘子 愛知

ク ラ ス 別 出 場 選 手 一 覧 表



ク ラ ス 別 出 場 選 手 一 覧 表

165 森　眞市 鈴木　理子 岐阜 284 田中　寛 加藤真理子 愛知

171 前原　勝明 前原真理子 愛知 285 成瀬　英俊 秋山　淳子 愛知

173 深津　悦生 杉井　和子 愛知 286 関　守 岡谷恵美子 愛知

175 加藤　保道 森広佐代子 岐阜 288 磯村　重則 神谷美代子 愛知

176 杉藤　嘉洋 山内理恵子 愛知 295 阿子田佳典 阿子田光子 愛知

アマ／ボールルーム／Ｃ級／(Ｔ） 46組

背番号 選 手 名 ・ パ ー ト ナ ー 名 支局 背番号 選 手 名 ・ パ ー ト ナ ー 名 支局

101 榊原　要一 榊原　宏子 愛知 204 林　昌宏 吉戸　華鈴 愛知

103 小森　友貴 田中　優奈 愛知 208 北河　吉久 北河佳代子 愛知

109 上拾石篤海 上拾石智世子 愛知 210 増田　貞夫 上北　道代 愛知

113 遠藤　保弘 遠藤はるみ 三重 212 黒田　金徳 小林　英子 愛知

118 田中　弘之 バンジー田中 愛知 217 浅井　克己 渡邉　雅代 愛知

120 池田　永 池田　京子 愛知 220 三村三喜男 三村　政江 愛知

123 朝熊　完 桜井　友子 三重 221 熊崎　幸男 松本　式子 愛知

124 小島十四昭 中野尾洋子 愛知 224 落合　和男 落合ミドリ 愛知

133 伊藤　義人 鈴木久美子 愛知 231 中村　俊哉 中村真理子 愛知

135 小宮　太郎 川瀬伊津子 愛知 233 小林　桑男 長谷川優梨子 岐阜

153 草川　賢次 草川　幸子 愛知 235 宮本　友雄 佐藤千代子 三重

157 田母神　顕 田母神博美 愛知 236 早川　雅文 早川　晴美 愛知

159 石川　隆久 杉山美佐子 愛知 238 楠井　利行 中澤　静子 三重

164 石原　繁幸 石原　節江 愛知 247 阿部　正三 阿部　里美 愛知

166 鶴巻登志男 大串　春子 愛知 258 塚本　九一 小林美代子 愛知

168 竹田　博 山口　年枝 岐阜 264 大嶋　本嗣 大嶋美代子 愛知

170 榊原　恒夫 水野　和子 愛知 267 若曽根保雄 堀場　利子 愛知

177 山田　輝夫 大島　キヌ 愛知 269 細澤　俊博 渡邊　英子 愛知

180 大塚　竹芳 大塚矢重子 岐阜 271 犬塚　孝行 三ツ矢育子 愛知

181 石原　逸郎 石原恵美子 愛知 281 小笠原隆行 佐藤　良子 愛知

184 伊藤進一郎 山本美代子 愛知 289 和田　洋實 和田　君枝 岐阜

196 田辺　伸親 田辺　栄子 三重 292 井戸　博 井戸　好子 愛知

199 小寺　覚 西村　成子 三重 294 前﨑　忠行 前﨑　初枝 愛知

アマ／ボールルーム／Ｃ級／(Ｆ） 47組

背番号 選 手 名 ・ パ ー ト ナ ー 名 支局 背番号 選 手 名 ・ パ ー ト ナ ー 名 支局

101 榊原　要一 榊原　宏子 愛知 210 増田　貞夫 上北　道代 愛知

109 上拾石篤海 上拾石智世子 愛知 212 黒田　金徳 小林　英子 愛知

113 遠藤　保弘 遠藤はるみ 三重 217 浅井　克己 渡邉　雅代 愛知

120 池田　永 池田　京子 愛知 220 三村三喜男 三村　政江 愛知

123 朝熊　完 桜井　友子 三重 221 熊崎　幸男 松本　式子 愛知

124 小島十四昭 中野尾洋子 愛知 224 落合　和男 落合ミドリ 愛知

133 伊藤　義人 鈴木久美子 愛知 231 中村　俊哉 中村真理子 愛知

135 小宮　太郎 川瀬伊津子 愛知 233 小林　桑男 長谷川優梨子 岐阜

153 草川　賢次 草川　幸子 愛知 235 宮本　友雄 佐藤千代子 三重

157 田母神　顕 田母神博美 愛知 236 早川　雅文 早川　晴美 愛知

159 石川　隆久 杉山美佐子 愛知 238 楠井　利行 中澤　静子 三重

164 石原　繁幸 石原　節江 愛知 247 阿部　正三 阿部　里美 愛知

166 鶴巻登志男 大串　春子 愛知 248 片岡　和樹 長沼　春花 愛知

168 竹田　博 山口　年枝 岐阜 258 塚本　九一 小林美代子 愛知

170 榊原　恒夫 水野　和子 愛知 264 大嶋　本嗣 大嶋美代子 愛知

177 山田　輝夫 大島　キヌ 愛知 266 石川　隆輝 二宮　京子 愛知

180 大塚　竹芳 大塚矢重子 岐阜 267 若曽根保雄 堀場　利子 愛知

181 石原　逸郎 石原恵美子 愛知 269 細澤　俊博 渡邊　英子 愛知



ク ラ ス 別 出 場 選 手 一 覧 表

184 伊藤進一郎 山本美代子 愛知 271 犬塚　孝行 三ツ矢育子 愛知

196 田辺　伸親 田辺　栄子 三重 281 小笠原隆行 佐藤　良子 愛知

199 小寺　覚 西村　成子 三重 289 和田　洋實 和田　君枝 岐阜

200 髙山　瑞喜 池田　愛加 愛知 292 井戸　博 井戸　好子 愛知

201 織田　誠一 洞地　律子 岐阜 294 前﨑　忠行 前﨑　初枝 愛知

208 北河　吉久 北河佳代子 愛知

アマ／ボールルーム／Ｄ級／(Ｗ） 28組

背番号 選 手 名 ・ パ ー ト ナ ー 名 支局 背番号 選 手 名 ・ パ ー ト ナ ー 名 支局

102 庵堂　弘司 小原　春海 愛知 215 森本　徳広 梅村　保子 愛知

106 鶴田　充 鶴田　貞子 愛知 242 岩瀬　靖央 古林美紀子 愛知

107 中泉　栄基 横山　時子 愛知 245 堀田　新作 堀田さだ子 愛知

114 佐藤　長宣 福島のり子 愛知 246 柘植　守 渡辺美保子 愛知

115 髙木　進 伊藤　靖子 愛知 252 小倉　清史 中村　恵子 三重

134 米澤　保髙 鈴木　悦子 愛知 255 植田　金次 大河内きみゑ 愛知

142 中嶋　隆行 山口　菊江 愛知 257 横井　邦彦 坂井　茂子 愛知

144 瀧田　政廣 瀧田　育子 愛知 268 三浦　勇二 大石　葭子 岐阜

146 原田　登行 牧野まさ子 愛知 270 佐合　洋 廻　加代子 岐阜

158 伊藤　勇祐 河北　直美 愛知 272 加藤　正広 布施　舞 愛知

160 大林　幹根 菅沼百合子 愛知 282 藤井　幸夫 松井　幸子 愛知

167 上野　和勇 浜島はつ子 愛知 287 倉富　仁 横江　忠子 愛知

178 貴公田　仁 広瀬　恵子 愛知 290 長谷川 茂 川村　静子 愛知

195 梶　裕之 大海みゆき 愛知 291 川副　明次 川副知雅子 愛知

アマ／ボールルーム／Ｄ級／(Ｆ） 27組

背番号 選 手 名 ・ パ ー ト ナ ー 名 支局 背番号 選 手 名 ・ パ ー ト ナ ー 名 支局

102 庵堂　弘司 小原　春海 愛知 215 森本　徳広 梅村　保子 愛知

106 鶴田　充 鶴田　貞子 愛知 242 岩瀬　靖央 古林美紀子 愛知

107 中泉　栄基 横山　時子 愛知 245 堀田　新作 堀田さだ子 愛知

114 佐藤　長宣 福島のり子 愛知 246 柘植　守 渡辺美保子 愛知

134 米澤　保髙 鈴木　悦子 愛知 255 植田　金次 大河内きみゑ 愛知

142 中嶋　隆行 山口　菊江 愛知 257 横井　邦彦 坂井　茂子 愛知

144 瀧田　政廣 瀧田　育子 愛知 268 三浦　勇二 大石　葭子 岐阜

146 原田　登行 牧野まさ子 愛知 270 佐合　洋 廻　加代子 岐阜

158 伊藤　勇祐 河北　直美 愛知 272 加藤　正広 布施　舞 愛知

160 大林　幹根 菅沼百合子 愛知 282 藤井　幸夫 松井　幸子 愛知

167 上野　和勇 浜島はつ子 愛知 287 倉富　仁 横江　忠子 愛知

178 貴公田　仁 広瀬　恵子 愛知 290 長谷川 茂 川村　静子 愛知

195 梶　裕之 大海みゆき 愛知 291 川副　明次 川副知雅子 愛知

201 織田　誠一 洞地　律子 岐阜

アマ／ボールルーム／Ｎ級／(Ｗ） 3組

背番号 選 手 名 ・ パ ー ト ナ ー 名 支局 背番号 選 手 名 ・ パ ー ト ナ ー 名 支局

222 西村　紘一 新地　理紗 愛知 262 米澤　紹栄 永松　智子 愛知

237 岡本　隆義 岡本　令子 愛知

アマ／ボールルーム／Ｎ級／(Ｔ） 2組

背番号 選 手 名 ・ パ ー ト ナ ー 名 支局 背番号 選 手 名 ・ パ ー ト ナ ー 名 支局

237 岡本　隆義 岡本　令子 愛知 262 米澤　紹栄 永松　智子 愛知



ク ラ ス 別 出 場 選 手 一 覧 表

アマ／ラテン／オープン／(ＣＳＲＰ） 17組

背番号 選 手 名 ・ パ ー ト ナ ー 名 支局 背番号 選 手 名 ・ パ ー ト ナ ー 名 支局

104 小田　貴大 芦矢茉奈美 愛知 207 村上　和穂 中野　真弓 愛知

128 林　正貴 林　由美恵 愛知 209 田川　貴一 安東ニシャ 愛知

148 宮地　智也 渡邊　真優 愛知 216 髙木　康平 渡部　裕美 愛知

179 森　晃士 森　仁美 三重 230 安田　瑞樹 高木まどか 愛知

186 加藤　優也 加藤　ルナ 愛知 244 坂本　純一 山崎友貴穂 愛知

187 星野　浩基 星野　舞子 愛知 250 村上　正樹 大場あゆみ 愛知

193 宮川　拓也 蛯江　友貴 愛知 276 山本　明 山本　晴美 愛知

203 山本　一真 加納　杏那 愛知 283 濱田　涼 浦谷　歩奈 愛知

205 杤本　大泰 犬塚　美那 愛知

アマ／ラテン／Ｂ級／(ＳＲ） 19組

背番号 選 手 名 ・ パ ー ト ナ ー 名 支局 背番号 選 手 名 ・ パ ー ト ナ ー 名 支局

110 川部　高 川部　和子 愛知 227 沖　雅也 広瀬　美子 三重

117 田代　浩 田代　智子 三重 243 栗添　明 鈴木　秀江 愛知

137 松本　博 増田　鈴子 愛知 251 山本　道雄 細田あやの 愛知

138 宇野　幸男 本田久仁子 愛知 254 鈴木　正明 松尾ひろ子 愛知

149 戸田　光志 戸田ひろ子 愛知 259 後藤　元信 後藤　佳子 愛知

179 森　晃士 森　仁美 三重 277 本山　光生 山下　和子 愛知

192 松山　仁 中根　美月 岐阜 285 成瀬　英俊 秋山　淳子 愛知

206 長江　誠 鹿野　久恵 愛知 286 関　守 岡谷恵美子 愛知

213 宮城　力男 落合みどり 静岡 295 阿子田佳典 阿子田光子 愛知

225 櫻井　裕幸 緑川　知子 愛知

アマ／ラテン／Ｃ級／(Ｃ） 22組

背番号 選 手 名 ・ パ ー ト ナ ー 名 支局 背番号 選 手 名 ・ パ ー ト ナ ー 名 支局

109 上拾石篤海 上拾石智世子 愛知 192 松山　仁 中根　美月 岐阜

120 池田　永 池田　京子 愛知 197 柴田　年男 横田　絹代 愛知

121 石川　克巳 丹羽三千代 愛知 202 桐生　和義 伊藤奈緒美 長野

133 伊藤　義人 鈴木久美子 愛知 214 加藤　光 田中　喜子 愛知

143 臼井　勇輔 高木　絵美 愛知 221 熊崎　幸男 松本　式子 愛知

153 草川　賢次 草川　幸子 愛知 229 梅村　昇一 吉田　三世 愛知

161 森　正和 中村志津子 愛知 239 岡田　浩之 岡田やす江 愛知

162 石出　浩之 小森菜々美 富山 261 髙橋　正樹 加藤　都 愛知

163 遠山　雅光 遠山　聖子 愛知 265 寺本　善英 寺本　明美 三重

164 石原　繁幸 石原　節江 愛知 266 石川　隆輝 二宮　京子 愛知

177 山田　輝夫 大島　キヌ 愛知 292 井戸　博 井戸　好子 愛知

アマ／ラテン／Ｃ級／(Ｓ） 14組

背番号 選 手 名 ・ パ ー ト ナ ー 名 支局 背番号 選 手 名 ・ パ ー ト ナ ー 名 支局

120 池田　永 池田　京子 愛知 177 山田　輝夫 大島　キヌ 愛知

121 石川　克巳 丹羽三千代 愛知 197 柴田　年男 横田　絹代 愛知

133 伊藤　義人 鈴木久美子 愛知 202 桐生　和義 伊藤奈緒美 長野

140 柴垣　宏行 福瀧　愛子 愛知 214 加藤　光 田中　喜子 愛知

143 臼井　勇輔 高木　絵美 愛知 221 熊崎　幸男 松本　式子 愛知

161 森　正和 中村志津子 愛知 229 梅村　昇一 吉田　三世 愛知

162 石出　浩之 小森菜々美 富山 261 髙橋　正樹 加藤　都 愛知



ク ラ ス 別 出 場 選 手 一 覧 表

アマ／ラテン／Ｄ級／(Ｃ） 14組

背番号 選 手 名 ・ パ ー ト ナ ー 名 支局 背番号 選 手 名 ・ パ ー ト ナ ー 名 支局

107 中泉　栄基 横山　時子 愛知 208 北河　吉久 北河佳代子 愛知

115 髙木　進 伊藤　靖子 愛知 211 加藤　賢治 福島　聖美 愛知

162 石出　浩之 小森菜々美 富山 235 宮本　友雄 佐藤千代子 三重

167 上野　和勇 浜島はつ子 愛知 242 岩瀬　靖央 古林美紀子 愛知

170 榊原　恒夫 水野　和子 愛知 255 植田　金次 大河内きみゑ 愛知

181 石原　逸郎 石原恵美子 愛知 271 犬塚　孝行 三ツ矢育子 愛知

182 河村　明偉 栗本　裕子 愛知 287 倉富　仁 横江　忠子 愛知

アマ／ラテン／Ｄ級／(Ｒ） 18組

背番号 選 手 名 ・ パ ー ト ナ ー 名 支局 背番号 選 手 名 ・ パ ー ト ナ ー 名 支局

107 中泉　栄基 横山　時子 愛知 215 森本　徳広 梅村　保子 愛知

115 髙木　進 伊藤　靖子 愛知 235 宮本　友雄 佐藤千代子 三重

162 石出　浩之 小森菜々美 富山 239 岡田　浩之 岡田やす江 愛知

167 上野　和勇 浜島はつ子 愛知 242 岩瀬　靖央 古林美紀子 愛知

170 榊原　恒夫 水野　和子 愛知 255 植田　金次 大河内きみゑ 愛知

174 早坂　哲夫 谷口やす子 愛知 265 寺本　善英 寺本　明美 三重

181 石原　逸郎 石原恵美子 愛知 271 犬塚　孝行 三ツ矢育子 愛知

208 北河　吉久 北河佳代子 愛知 287 倉富　仁 横江　忠子 愛知

211 加藤　賢治 福島　聖美 愛知 288 磯村　重則 神谷美代子 愛知

アマ／ラテン／Ｎ級／(Ｒ） 3組

背番号 選 手 名 ・ パ ー ト ナ ー 名 支局 背番号 選 手 名 ・ パ ー ト ナ ー 名 支局

212 黒田　金徳 小林　英子 愛知 262 米澤　紹栄 永松　智子 愛知

222 西村　紘一 新地　理紗 愛知


