
 チ ー ム マ ッ チ 出 場 選 手 一 覧 表

【タイガー戦】

戸田　功 ／戸田美加子 伴野　照男 ／松浦　敦子

柴田　宏二 ／加藤恵利子 阿子田佳典 ／阿子田光子

石飛　政和 ／長野はる菜 大澤　一葉 ／盛田　友奈

森下　敏昭 ／吉住　美保 二宮　憲一 ／竹本　愛美

岡本　幹正 ／久保実穂子 櫻井大二郎 ／櫻井麻知代

三好　秀人 ／柴田あすか 二宮　由行 ／渡邉　紗代

佐藤秀一郎 ／丸山　栞 住田　順 ／鈴木沙永子

内田　万成 ／戸崎　末悠 古田　康晴 ／梅村　優子

三村三喜男 ／三村　政江 丹野　吉道 ／丹野いづみ

草間　隆志 ／草間　孝子 二宮　淳行 ／石黒えみこ

加藤　直 ／鈴木　ゆか 横山　布 ／小林　千純

渡邊　愼 ／伊藤麻由子 中村　成吾 ／永冶　栄子

原　宗一郎 ／日高　衣美 恒川　実夫 ／中島由利加

坂口　貴俊 ／新井　季子 古野　晴久 ／森上　未紗

松本　大佑 ／小河　葉純 小栗　歩 ／二宮カヨコ

國田　慎弥 ／高崎　弥生 石井　悠嗣 ／林　瑞希

酒井　隆文 ／亘　清美 田中　寛 ／小山　順子

土屋　寛治 ／白石　倫子 宇野　幸男 ／本田久仁子

橋本　大貴 ／平良早耶花 三輪　裕之 ／石川　愛弓

後藤　秀和 ／三島　早矢 上田三貴彦 ／内片　有紀

野口　慎一 ／宇佐美　結 秋山　貴紀 ／林　真由

高倉　遼汰 ／梶川　絵美 山田　裕佳 ／冨田美由紀

古村　繁喜 ／滝　幸子 櫻井　裕幸 ／緑川　知子

小宮　太郎 ／石田　真吏 浅野　高司 ／石橋満喜子

ガリ勉チーム

エレクトリカル パソピパレード

コルシカ

パイレーツ

シンデレラ・チーム

僕とメイド

チーム ピカチュー

美男女戦士のJライト伝説
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ジャスミン・チーム

三太郎と愉快な仲間たち

チーム カイリュー

トゥギャザーしようぜ！
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【イーグル戦】

背番号 チーム名

21 チーム ファイアー 三村三喜男 ／三村　政江 二宮　淳行 ／石黒えみこ

22 くぅ～たん 近藤　次郎 ／近藤ひとみ 磯村　重則 ／神谷美代子

23 Ｃｉｒｃｕｓ 渡邊　愼 ／丸山　栞 加藤　直 ／長野はる菜

24 アリス･チーム 岡本　幹正 ／久保実穂子 二宮　由行 ／渡邉　紗代

25 新婚さん・いらっしゃい 中村　成吾 ／梶川　絵美 佐藤秀一郎 ／二宮カヨコ

26 チーム レックゥーザ 田中　寛 ／小山　順子 宇野　幸男 ／本田久仁子

27 ティンカーベル・チーム 原　宗一郎 ／日高　衣美 三好　秀人 ／柴田あすか

28 キラメキ・ダイアモンド 内田　万成 ／大澤　一葉 秋山　貴紀 ／盛田　友奈

29 コルシカ Ｂ 伴野　照男 ／松浦　敦子 阿子田佳典 ／阿子田光子

30 ﾗﾌﾞﾘｰﾏｯｽﾙ ﾊﾜｲｱﾝｽﾞ 野口　慎一 ／梅村　優子 松本　大祐 ／山田　裕佳

31 チーム･ディズニー 長谷川貴敏 ／長谷川共美 安藤　安夫 ／上野　清美

32 オーロラ姫・チーム 長谷川　崇 ／田辺るみ子 坂口　貴俊 ／新井　季子

33 百花繚乱 古田　康晴 ／永冶　栄子 小栗　歩 ／鈴木沙永子

34 アリエル・チーム 伊藤　誠治 ／渋谷美由紀 古野　晴久 ／森上　未紗

35 加齢なダンサー チーム 茨木　正典 ／纐纈　豊子 森　正和 ／中村志津子

36 舞踊場のメダリスト達 國田　慎也 ／小河　葉純 住田　順 ／横山　布

37 ベル・チーム 櫻井大二郎 ／櫻井麻知代 臼井　勇輔 ／新指　景子

38 オペラ座チーム 本田　優 ／布施　舞 光岡　和男 ／近藤てるよ

39 チーム ホウオウ 丹野　吉道 ／丹野いづみ 草間　隆志 ／草間　孝子

40 エスペランザ 櫻井　裕幸 ／緑川　知子 小宮　太郎 ／石田　真吏

41 チーム湯屋 高倉　遼汰 ／林　真由 石井　悠嗣 ／吉住　美保

42 コルシカ Ａ 戸田　功 ／戸田美加子 柴田　宏二 ／加藤恵利子
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【モダン戦】

宮本　友雄 ／佐藤千代子 遠藤　保弘 ／遠藤はるみ

須藤　進 ／小林　椿

岡本　幹正 ／久保実穂子 原　宗一郎 ／日高　衣美

櫻井大二郎 ／櫻井麻知代

　　宮廷舞踏 

秋山　貴紀 ／富田美由紀 小栗　歩 ／高崎　弥生

 ～乱世を駆ける愛と野望～　　

野口　慎一 ／大澤　一葉

中村　俊哉 ／中村真理子 丹野　吉道 ／丹野いづみ

三村三喜男 ／三村　政江

塩野谷禮吉 ／牧野　正子 波切　高治 ／白井　靖子

細川　準一 ／宮下加代子

住田　順 ／伊藤麻由子 國田　慎弥 ／戸崎　末悠

内田　万成 ／長野はる菜

石倉　平五 ／山本　久子 古村　繁喜 ／滝　幸子

本田　優 ／布施　舞

恒川　実夫 ／中島由利加 伊藤　誠治 ／渋谷美由紀

長谷川　崇 ／田辺るみ子

石飛　政和 ／鈴木　ゆか 森下　敏昭 ／林　瑞希

二宮　憲一 ／竹本　愛美

加藤　賢治 ／福島　聖美 田中　寛 ／小山　順子

酒井　隆文 ／亘　清美

上村　昇 ／村瀬　果穂 上村ひろき ／可知　佐予

三輪　裕之 ／石川　愛弓

伊藤　忠司 ／山口　真代 伴野　照男 ／松浦　敦子

戸田　功 ／戸田美加子

　　ホグワーツ魔法学校で

渡邊　愼 ／山田　裕佳 松本　大祐 ／横山　布

　　　　　　　　　　　　舞うフォイ！

中村　成吾 ／盛田　友奈
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チーム名背番号
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チーム ファンタジー

シンデレラーズ・スリー チーム

53
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チーム ギャラドス

あうんのブレス

コルシカ
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チーム バンギラス

まぶだち～ず

１０１匹モダメシアン

ヴェルサイユ チーム

ラプンツェル・チーム
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