
アマ・ボールルーム・オープン ４種目　ＷＴＦＱ
3 小川　克彦 岩井　栄 愛知 26 宇野　幸男 本田　久仁子 愛知
4 浅野　高司 石橋　満喜子 愛知 28 荒木　隆雄 荒木　けい子 愛知
7 古澤　誠 緑谷　朱三江 愛知 30 安井　一史 安井　充子 愛知
10 井上　雅幹 井上　啓子 愛知 37 市澤　隆 市澤　暁美 富山
11 日水　秀 碓井　尚子 富山 40 安藤　利夫 熊谷　もとみ 愛知
14 杉本　誠 田中　洋子 愛知 43 中村　聘二 島津　紀美 静岡
18 二宮　淳行 石黒　えみこ 愛知

アマ・ボールルーム・Ｂ級　ＷＴ
1 高橋　錦司 北川　薫 石川 26 宇野　幸男 本田　久仁子 愛知
2 各務　均 各務　登代子 岐阜 32 伊藤　兵次 浅井　裕江 愛知
5 澤田　繁 桂下　典美 富山 34 遠藤　保弘 遠藤　はるみ 三重
8 伊藤　成輝 葛原　ゆき子 三重 36 伊藤　義人 鈴木　久美子 愛知
9 小倉　秀男 宮塚　とよ子 福井 38 丹野　吉道 丹野　いづみ 愛知
12 近藤　貞司 近藤　知子 三重 39 坂口　誠 福島　美好 富山
13 森下　泉 松野　かよ子 愛知 41 木村　登 伊藤　めぐみ 岐阜
16 和田　敏信 和田　美起子 愛知 42 町野　好博 町野　初枝 岐阜
19 東仙　義人 川北　まゆみ 富山 45 奥村　隆 浅井　花子 富山
21 高橋　善行 松下　栄美子 富山 46 服部　弘 服部　初枝 愛知
23 増原　尚 増原　理惠子 愛知 48 森本　徳広 梅村　保子 愛知
24 水嶋　正純 結城　ゆり子 福井

アマ・ボールルーム・Ｃ級　Ｗ
15 東　光一 上田　紀子 石川 27 石原　逸郎 石原　恵美子 愛知
17 柴田　年男 横田　絹代 愛知 29 細澤　俊博 細田　あやの 愛知
22 高井　正人 林　いずみ 富山 31 田中　浩三 渡辺　郁子 富山
25 南　俊治 堤　珠恵 石川 33 近田　敏弘 近田　弘子 愛知

アマ・ボールルーム・Ｃ級　Ｆ
15 東　光一 上田　紀子 石川 27 石原　逸郎 石原　恵美子 愛知
17 柴田　年男 横田　絹代 愛知 29 細澤　俊博 細田　あやの 愛知
22 高井　正人 林　いずみ 富山 31 田中　浩三 渡辺　郁子 富山
25 南　俊治 堤　珠恵 石川 33 近田　敏弘 近田　弘子 愛知

アマ・ボールルーム・Ｄ級　Ｔ
22 高井　正人 林　いずみ 富山 44 高宮　継治 池田　悦子 愛知

アマ・ボールルーム・Ｄ級　Ｆ
22 高井　正人 林　いずみ 富山 44 高宮　継治 池田　悦子 愛知

アマ出場選手一覧表



アマ・ボールルーム・ミドルシニア･Ａ級　ＷＦ
3 小川　克彦 岩井　栄 愛知 28 荒木　隆雄 荒木　けい子 愛知
4 浅野　高司 石橋　満喜子 愛知 30 安井　一史 安井　充子 愛知
10 井上　雅幹 井上　啓子 愛知 37 市澤　隆 市澤　暁美 富山
14 杉本　誠 田中　洋子 愛知 40 安藤　利夫 熊谷　もとみ 愛知
18 二宮　淳行 石黒　えみこ 愛知 43 中村　聘二 島津　紀美 静岡

アマ・ボールルーム・ミドルシニア・Ｂ級　ＷＴ
5 澤田　繁 桂下　典美 富山 34 遠藤　保弘 遠藤　はるみ 三重
8 伊藤　成輝 葛原　ゆき子 三重 36 伊藤　義人 鈴木　久美子 愛知
13 森下　泉 松野　かよ子 愛知 38 丹野　吉道 丹野　いづみ 愛知
16 和田　敏信 和田　美起子 愛知 41 木村　登 伊藤　めぐみ 岐阜
20 森瀬　恭年 森瀬　久子 愛知 45 奥村　隆 浅井　花子 富山
23 増原　尚 増原　理惠子 愛知 46 服部　弘 服部　初枝 愛知
26 宇野　幸男 本田　久仁子 愛知 48 森本　徳広 梅村　保子 愛知
32 伊藤　兵次 浅井　裕江 愛知

アマ・ボールルーム・グランドシニア・Ｂ級　Ｗ
8 伊藤　成輝 葛原　ゆき子 三重 26 宇野　幸男 本田　久仁子 愛知
12 近藤　貞司 近藤　知子 三重 32 伊藤　兵次 浅井　裕江 愛知
13 森下　泉 松野　かよ子 愛知 34 遠藤　保弘 遠藤　はるみ 三重
15 東　光一 上田　紀子 石川 36 伊藤　義人 鈴木　久美子 愛知
16 和田　敏信 和田　美起子 愛知 42 町野　好博 町野　初枝 岐阜
20 森瀬　恭年 森瀬　久子 愛知 46 服部　弘 服部　初枝 愛知
23 増原　尚 増原　理惠子 愛知

アマラテンアメリカン・Ｂ級　ＲＰ
6 平栁　諒悟 細見　雛世 三重 39 坂口　誠 福島　美好 富山
18 二宮　淳行 石黒　えみこ 愛知 47 水本　伸 都築　まり 愛知
24 水嶋　正純 結城　ゆり子 福井

アマ・ラテンアメリカン・Ｃ級　Ｓ
11 日水　秀 碓井　尚子 富山 35 加藤　大喜 小森　菜々美 富山
17 柴田　年男 横田　絹代 愛知

アマ・ラテンアメリカン・Ｃ級　Ｒ
11 日水　秀 碓井　尚子 富山 35 加藤　大喜 小森　菜々美 富山
17 柴田　年男 横田　絹代 愛知 44 高宮　継治 池田　悦子 愛知

アマ・ラテンアメリカン・Ｄ級　Ｃ
35 加藤　大喜 小森　菜々美 富山 44 高宮　継治 池田　悦子 愛知


