
アマチュア　スタンダードオープン （ＷＴＦＱ）

101 岩崎　千春 岩崎　恵美子 静岡 163 西浦　稔 進地　明美 石川

109 出村　信幸 山下　保子 石川 170 服部　篤志 高木　多依 愛知

115 輿水　洋一 輿水　由美子 千葉 175 松塚　博典 二階蔵　三枝子福井

121 奥村　孝治 田中　美佐子 石川 179 田中　登志一 長谷川　直子 新潟

130 氏田　勇 氏田　修子 新潟 185 瀧　順一 岡田　満佐子 愛知

133 山中　光雄 山中　牧子 石川 190 小松　和夫 久呂宮　真黒 千葉

139 古川　靖人 古川　瑠美 千葉 196 山本　真也 山口　真代 大阪

143 長谷川　清 長谷川　朋子 東京 201 佐竹　弘志 五十嵐　静子 新潟

148 桑原　光男 大竹　弘子 新潟 208 小原　秀雄 小原　さとこ 東京

152 橋本　毅 長田　真樹子 愛知 211 東郷　輝雄 広田　喜代美 福井
159 水野　正彦 波能　睦子 富山 219 原田　一美 原田　真知子 長野

アマチュア　スタンダードＢ級 （ＷＴ）

103 前田　誠一郎 杉山　冨紀子 岐阜 161 島津　一男 山内　栄子 富山

106 森　太喜夫 柚木　悦子 石川 166 松野　浩次 松野　京子 兵庫

109 出村　信幸 山下　保子 石川 172 一色　守 一色　妙子 愛知

111 井上　雅幹 井上　啓子 愛知 175 松塚　博典 二階蔵　三枝子福井

114 村田　智彦 吉岡　生起子 富山 176 加藤　綱夫 加藤　和代 岐阜

116 浅野　長彦 辻　泰子 東京 179 田中　登志一 長谷川　直子 新潟

120 上倉　国雄 外谷　千代 長野 180 大澤　義則 大澤　タイ子 東京

121 奥村　孝治 田中　美佐子 石川 183 市村　彰 酒井　ます江 茨城

123 東仙　義人 篠川　みどり 富山 185 瀧　順一 岡田　満佐子 愛知

125 戸井田　幸男 阿部　加代子 茨城 188 松下　正芳 増田　寿美子 静岡

129 辻川　繁 細江　ひとみ 福井 191 大島　巖 稲垣　友美 愛知

132 平松　成文 原　映子 愛知 194 福原　保男 福原　逸子 東京

136 津坂　一夫 倉知　知子 愛知 199 岡田　浩之 清水　清子 愛知

140 丹羽　正人 丹羽　敦子 富山 203 横地　守 清水　香代子 愛知

144 鈴木　順一 志村　弘美 長野 205 岡田　和男 松田　光代 長野

147 江口　正 藤原　恵美子 東京 209 田畑　春雄 谷山　信子 東京

151 相田　司 相田　幸子 新潟 211 東郷　輝雄 広田　喜代美 福井

156 田中　幸雄 日高　睦代 神奈川 213 島地　秀樹 島地　ユリ英 富山

158 泉　秀一 碓井　尚子 富山 216 火口　正幸 河西　恵子 長野
159 水野　正彦 波能　睦子 富山 222 中村　功 高山　ひろ子 千葉

アマチュア　スタンダードＣ級 （ＷＱ）

102 釣井　松幸 若林　満喜子 富山 149 伊藤　雅太 伊藤　愛子 愛知

106 森　太喜夫 柚木　悦子 石川 155 田中　恵輔 石田　清代美 長野

110 安田　善照 野表　美智代 石川 162 森永　照男 森永　真知子 富山

111 井上　雅幹 井上　啓子 愛知 168 細井　良昌 細井　淳子 愛知

113 夏目　明一 夏目　勝子 愛知 173 村山　実 白倉　圭子 愛知

114 村田　智彦 吉岡　生起子 富山 182 新留　孝博 遠山　聖子 愛知



118 前川　卓夫 前川　広子 三重 187 小林　廣美 小林　文子 長野

122 原田　則夫 奥平　麻由美 愛知 192 平林　定夫 戸部　美津子 愛知

126 荒木　信夫 荒木　道子 富山 197 佐藤　秀雄 小倉　由乃 岐阜

128 村崎　敏夫 山崎　睦子 富山 200 西市　稲善 植村　広子 福井

129 辻川　繁 細江　ひとみ 福井 204 小野　春樹 山本　里美 茨城

134 田中　英 田中　小雪 石川 210 水野　利昭 水野　美穂 愛知
137 木下　洋 尾谷　結美子 富山 214 長岡　行三 小川　香代 石川

142 砂子田　哲夫 池上　紀子 富山

アマチュア　スタンダードＤ級 （ＴＱ）

104 野田　康弘 野田　紀代美 富山 164 湊　剛 湊　憲子 富山

110 安田　善照 野表　美智代 石川 169 榊原　要一 榊原　宏子 愛知

117 近田　敏弘 近田　弘子 愛知 174 清水　満 濱口　朋子 岐阜

124 安居　昌明 内田　登志子 富山 181 落合　和男 落合　ミドリ 愛知

127 伊藤　孝司 甲斐　加代子 愛知 186 久次　実 久次　あけみ 富山

135 水谷　二郎 水谷　ゆみ子 三重 193 小谷　良太郎 小谷　由紀子 愛知

137 木下　洋 尾谷　結美子 富山 198 中谷　義雄 長沢　みち代 富山

145 荒木　甫 荒木　かつ子 富山 202 綿貫　龍一 植原　英子 長野

150 竹内　亮介 眞野　絹江 愛知 214 長岡　行三 小川　香代 石川
157 鶴見　龍男 鶴見　美代子 愛知 221 須藤　賢治 金子　春枝 長野

（ＷＴＦ）

101 岩崎　千春 岩崎　恵美子 静岡 158 泉　秀一 碓井　尚子 富山

121 奥村　孝治 田中　美佐子 石川 187 小林　廣美 小林　文子 長野

134 田中　英 田中　小雪 石川 191 大島　巖 稲垣　友美 愛知

144 鈴木　順一 志村　弘美 長野 194 福原　保男 福原　逸子 東京
152 橋本　毅 長田　真樹子 愛知 199 岡田　浩之 清水　清子 愛知

アマチュア　スタンダ－ド　ノービス ワルツ

107 大田　直也 久保　瑞枝 富山 167 赤塚　鐵男 関　朗子 富山

112 牧田　和則 牧田　千寿 長野 171 北林　暢 高島　恵美子 富山

119 吉川　善見 深松　和枝 福井 177 野村　禮二 藤井　恵美子 富山

131 本山　光生 山下　和子 愛知 178 伴　俊徳 竹内　妙子 愛知

138 川原　義則 川原　成子 愛知 184 坂口　一男 渡邉　カヨ 福井

141 東　光一 上田　頼子 石川 189 箕浦　稔 加藤　正代 愛知

146 市澤　隆 市澤　暁美 富山 195 増田　貞夫 上北　道代 愛知

153 栗谷　修司 近藤　美知子 愛知 206 野村　一郎 野村　たか子 富山

154 伊藤　道弘 安岡　かづ子 福井 207 高宮　継治 池田　悦子 愛知
160 佐藤　昌之 立座　外江 石川 212 小枝　岩夫 和田　聖子 岐阜

165 米谷　照良 奥田　久枝 富山

アマチュア　スタンダード　ノービス タンゴ

107 大田　直也 久保　瑞枝 富山 167 赤塚　鐵男 関　朗子 富山

アマチュア　スタンダード　ミドルシニアＡ級



112 牧田　和則 牧田　千寿 長野 171 北林　暢 高島　恵美子 富山

119 吉川　善見 深松　和枝 福井 177 野村　禮二 藤井　恵美子 富山

131 本山　光生 山下　和子 愛知 178 伴　俊徳 竹内　妙子 愛知

138 川原　義則 川原　成子 愛知 184 坂口　一男 渡邉　カヨ 福井

141 東　光一 上田　頼子 石川 189 箕浦　稔 加藤　正代 愛知

146 市澤　隆 市澤　暁美 富山 195 増田　貞夫 上北　道代 愛知

153 栗谷　修司 近藤　美知子 愛知 206 野村　一郎 野村　たか子 富山

154 伊藤　道弘 安岡　かづ子 福井 207 高宮　継治 池田　悦子 愛知
160 佐藤　昌之 立座　外江 石川 212 小枝　岩夫 和田　聖子 岐阜

165 米谷　照良 奥田　久枝 富山

アマチュア　ラテンアメリカン　 オープン （ＳＣＲＰ）

105 井沢　一樹 稲村　一美 愛知 151 相田　司 相田　幸子 新潟

125 戸井田　幸男 阿部　加代子 茨城 183 市村　彰 酒井　ます江 茨城
143 長谷川　清 長谷川　朋子 東京 210 水野　利昭 水野　美穂 愛知

147 江口　正 藤原　恵美子 東京

アマチュア　ラテンアメリカンＢ級 （ＲＰ）

108 黒部　浩尚 黒部　美也 愛知 203 横地　守 清水　香代子 愛知

122 原田　則夫 奥平　麻由美 愛知 204 小野　春樹 山本　里美 茨城

133 山中　光雄 山中　牧子 石川 205 岡田　和男 松田　光代 長野

140 丹羽　正人 丹羽　敦子 富山 210 水野　利昭 水野　美穂 愛知
176 加藤　綱夫 加藤　和代 岐阜 213 島地　秀樹 島地　ユリ英 富山

アマチュア　ラテンアメリカンＣ級 （ＳＲ）

111 井上　雅幹 井上　啓子 愛知 179 田中　登志一 長谷川　直子 新潟

120 上倉　国雄 外谷　千代 長野 185 瀧　順一 岡田　満佐子 愛知

139 古川　靖人 古川　瑠美 千葉 187 小林　廣美 小林　文子 長野
163 西浦　稔 進地　明美 石川 188 松下　正芳 増田　寿美子 静岡

173 村山　実 白倉　圭子 愛知

アマチュア　ラテンアメリカンＤ級 （ＣＲ）

103 前田　誠一郎 杉山　冨紀子 岐阜 163 西浦　稔 進地　明美 石川

107 大田　直也 久保　瑞枝 富山 168 細井　良昌 細井　淳子 愛知

113 夏目　明一 夏目　勝子 愛知 182 新留　孝博 遠山　聖子 愛知

131 本山　光生 山下　和子 愛知 202 綿貫　龍一 植原　英子 長野

135 水谷　二郎 水谷　ゆみ子 三重 207 高宮　継治 池田　悦子 愛知

137 木下　洋 尾谷　結美子 富山 215 宇野　欣宏 大西　裕子 愛知

155 田中　恵輔 石田　清代美 長野 217 水野　和博 鈴木　美佐子 愛知
158 泉　秀一 碓井　尚子 富山 221 須藤　賢治 金子　春枝 長野

161 島津　一男 山内　栄子 富山

ミドルシニアＡ級 （ＳＣＲ）アマチュア　ラテンアメリカン



183 市村　彰 酒井　ます江 茨城 187 小林　廣美 小林　文子 長野

ノービス （Ｒ）

117 近田　敏弘 近田　弘子 愛知 193 小谷　良太郎 小谷　由紀子 愛知

134 田中　英 田中　小雪 石川 195 増田　貞夫 上北　道代 愛知

142 砂子田　哲夫 池上　紀子 富山 218 鶴園　光 川辺　怜奈 愛知
150 竹内　亮介 眞野　絹江 愛知 220 小倉　秀男 宮塚　とよ子 福井

178 伴　俊徳 竹内　妙子 愛知

アマチュア　ラテンアメリカン


