
[ 1] ﾌﾟﾛ・ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ・ｵｰﾌﾟﾝ ４種目
1 柴山　和樹 柴山　朋代 中川雄太DA 愛知
2 池冨　勇輝 上野　景子 カトウノブヒトDA 愛知
3 高橋　知靖 高橋　ちさと バンノDST 愛知
4 村澤　俊也 金武　由佳 梅原ダンススクール 愛知
5 高島　晃治 高島　敦子 ミクニDST 愛知
6 中川　雄太 中川　久美子 中川雄太DA 愛知
7 多賀　治夫 多賀　美佐子 多賀DST 富山
8 竹内　大祐 竹内　ももこ カトウノブヒトDA 愛知
9 西田　克義 佐藤　晴香 ニシダDST 愛知

10 宮地　翔也 宗　沙織 タケダDST 愛知
11 勝野　出 浅海　愛 オザキDST 愛知
12 松岡　憲昭 松岡　有紀 ナゴヤDA 愛知
13 寺島　貴信 寺島　裕希 寺島ダンススクール 愛知
14 小西　雅司 小西　洋子 小西雅司DST 愛知
15 岡　俊宏 平出　瑞紀 中川雄太DA 愛知
16 太田　雅士 川澄　清香 ニシダDST 愛知
42 新美　一輝 栓　志穂 サトウダンススクール 愛知

[ 3] ﾌﾟﾛ・ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ・ＢＣＤ級　Ｔ・Ｆ
11 勝野　出 浅海　愛 オザキDST 愛知
15 岡　俊宏 平出　瑞紀 中川雄太DA 愛知
16 太田　雅士 川澄　清香 ニシダDST 愛知
17 横田　哲也 松永　ゆかり アカデミーオブダンス．ヨコタ 愛知
20 河合　祐介 河合　歩未 サワダDST 愛知
24 柴田　真希 柴田　綾子 ナゴヤDA 愛知
25 岩本　憲幸 島田　万菜 ナゴヤDA 愛知
26 田﨑　義政 杉浦　里美 愛知 愛知
27 長谷川　泰希 島地　ユリ英 長谷川ＤＳＴ 石川
28 森本　高広 杉原　緑 M"sダンス　クリエイト 岐阜
29 内田　忠保 杉岡　富美子 内田ダンススクール 富山
30 鈴木　一正 鈴木　邦子 タナカDS 愛知
31 鶴山　博之 中井　博子 多賀DST 富山
41 勝川　佳和 清水　佳奈子 バンノDST 愛知

[ 5] ﾌﾟﾛ・ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ・ＣＤ級　Ｗ・Ｆ
16 太田　雅士 川澄　清香 ニシダDST 愛知
21 金原　亮司 永原　由貴 小西雅司DST 愛知
27 長谷川　泰希 島地　ユリ英 長谷川ＤＳＴ 石川
31 鶴山　博之 中井　博子 多賀DST 富山
33 光橋　昇 大杉　玲子 古野ダンス教室 富山
34 伊藤　徹 伊藤　陽子 イトウDA　DAncewithMe 愛知
35 加藤　圭一 大下　智子 カトウノブヒトDA 愛知
36 山本　利春 山本　佐和子 広坂ダンスクラブ 石川
37 貴多　唯行 加藤　京子 竹内ダンススクール 石川
41 勝川　佳和 清水　佳奈子 バンノDST 愛知

[ 7] ﾌﾟﾛ・ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ・ＤＮ級　Ｗ・Ｔ
21 金原　亮司 永原　由貴 小西雅司DST 愛知
34 伊藤　徹 伊藤　陽子 イトウDA　DAncewithMe 愛知
35 加藤　圭一 大下　智子 カトウノブヒトDA 愛知
39 西田　哲雄 岡田　久美子 ダンススクールヒガシ 石川



[ 2] ﾌﾟﾛ・ﾗﾃﾝ・ｵｰﾌﾟﾝ　４種目
9 西田　克義 佐藤　晴香 ニシダDST 愛知

11 勝野　出 浅海　愛 オザキDST 愛知
12 松岡　憲昭 松岡　有紀 ナゴヤDA 愛知
17 横田　哲也 松永　ゆかり アカデミーオブダンス．ヨコタ 愛知
18 谷　祐二 谷　さとみ 山本喜洋DS 京都
19 永田　勝規 八幡　さやか 永田勝規DST 愛知
20 河合　祐介 河合　歩未 サワダDST 愛知
21 金原　亮司 永原　由貴 小西雅司DST 愛知
22 瀬内　孝幸 稲垣　晴美 セウチDS 愛知
23 村上　知哉 村田　佳澄 サワダマサヒロDST 三重
41 勝川　佳和 清水　佳奈子 バンノDST 愛知

[ 4] ﾌﾟﾛ・ﾗﾃﾝ・ＢＣＤ級　Ｓ・Ｒ
2 池冨　勇輝 上野　景子 カトウノブヒトDA 愛知

12 松岡　憲昭 松岡　有紀 ナゴヤDA 愛知
22 瀬内　孝幸 稲垣　晴美 セウチDS 愛知
23 村上　知哉 村田　佳澄 サワダマサヒロDST 三重
25 岩本　憲幸 島田　万菜 ナゴヤDA 愛知
32 松永　卓也 森　由莉枝 新海ダンススタジオ 愛知

[ 6] ﾌﾟﾛ・ﾗﾃﾝ・ＣＤ級　Ｃ・Ｐ
2 池冨　勇輝 上野　景子 カトウノブヒトDA 愛知

27 長谷川　泰希 島地　ユリ英 長谷川ＤＳＴ 石川
32 松永　卓也 森　由莉枝 新海ダンススタジオ 愛知
38 吉田　隆三 川上　陽子 ナゴヤダンスアカデミー 愛知

[ 8] ﾌﾟﾛ・ﾗﾃﾝ・ＤＮ級　Ｃ・Ｒ
4 村澤　俊也 金武　由佳 梅原ダンススクール 愛知

32 松永　卓也 森　由莉枝 新海ダンススタジオ 愛知
35 加藤　圭一 大下　智子 カトウノブヒトDA 愛知
38 吉田　隆三 川上　陽子 ナゴヤダンスアカデミー 愛知
40 新江　克之 新江　綾 あけぼのダンス教室 石川

[ 9] ﾏｽﾀｰｽﾞﾗｲｼﾞﾝｸﾞ　Ｗ・Ｔ
26 田﨑　義政 杉浦　里美 タナカDS 愛知
30 鈴木　一正 鈴木　邦子 タナカDS 愛知
37 貴多　唯行 加藤　京子 竹内ダンススクール 石川


