
アマ出場選手一覧表

アマ・ボールルーム･オープン　４種目　Ｗ・Ｔ・Ｆ・Ｑ
131 岡田　浩之 岡田　やす江 愛知 144 馬渕　亮一 馬渕　邦美 福井

140 井上　雅幹 井上　啓子 愛知 145 石田　直 石田　陽子 石川

アマ･ボールルーム･Ｂ級　Ｗ・Ｔ
117 伊藤　正浩 杉浦　富貴絵 静岡 145 石田　直 石田　陽子 石川

124 丹野　吉道 丹野　いづみ 愛知 146 市澤　隆 市澤　暁美 富山

128 増原　尚 増原　理惠子 愛知 148 細澤　俊博 細田　あやの 愛知

132 吉田　茂 酒井　美早子 岐阜 149 奥村　隆 東海　三重子 富山

134 東郷　輝雄 広田　喜代美 福井 151 早苗　哲也 渡辺　郁子 富山

135 田中　浩三 平松　重子 富山 152 木村　登 伊藤　めぐみ 岐阜

136 水谷　温 小木曽　多恵子 愛知 154 光岡　和男 近藤　てるよ 愛知

137 杉本　誠 田中　洋子 愛知 156 戸田　光志 戸田　ひろ子 愛知

138 高井　正人 林　いずみ 富山 157 佐藤　寛 小西　ゆり子 愛知

142 荒木　隆雄 荒木　けい子 愛知

アマ･ボールルーム･Ｃ級　Ｗ
133 石原　繁幸 石原　節江 愛知 149 奥村　隆 東海　三重子 富山

134 東郷　輝雄 広田　喜代美 福井 150 南　俊治 桂木　風子 石川

135 田中　浩三 平松　重子 富山 153 野々山　史男 野々山　千世代 愛知

139 遠山　則行 遠山　貴子 愛知 159 伊藤　成輝 葛原　ゆき子 三重

147 岩出　貞男 内立輪　ひとみ 三重

アマ･ボールルーム･Ｃ級　Ｆ
133 石原　繁幸 石原　節江 愛知 147 岩出　貞男 内立輪　ひとみ 三重

134 東郷　輝雄 広田　喜代美 福井 149 奥村　隆 東海　三重子 富山

135 田中　浩三 平松　重子 富山 150 南　俊治 桂木　風子 石川

139 遠山　則行 遠山　貴子 愛知 159 伊藤　成輝 葛原　ゆき子 三重

アマ･ボールルーム･Ｄ級　Ｗ
141 寺西　雄三 寺西　ひとみ 愛知 155 加藤　大喜 小森　菜々美 石川

153 野々山　史男 野々山　千世代 愛知 190 東　光一 上田　紀子 石川

アマ･ボールルーム･Ｄ級　Ｔ
141 寺西　雄三 寺西　ひとみ 愛知 190 東　光一 上田　紀子 石川

153 野々山　史男 野々山　千世代 愛知
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アマ・ボールルーム・ミドルシニアＡ級　Ｗ・Ｆ
128 増原　尚 増原　理惠子 愛知 143 平松　成文 原　映子 愛知

131 岡田　浩之 岡田　やす江 愛知 144 馬渕　亮一 馬渕　邦美 福井

140 井上　雅幹 井上　啓子 愛知 154 光岡　和男 近藤　てるよ 愛知

アマ･ボールルーム・ミドルシニアＢ級　Ｗ・Ｔ
124 丹野　吉道 丹野　いづみ 愛知 146 市澤　隆 市澤　暁美 富山

132 吉田　茂 酒井　美早子 岐阜 148 細澤　俊博 細田　あやの 愛知

136 水谷　温 小木曽　多恵子 愛知 152 木村　登 伊藤　めぐみ 岐阜

137 杉本　誠 田中　洋子 愛知 156 戸田　光志 戸田　ひろ子 愛知

142 荒木　隆雄 荒木　けい子 愛知 219 三浦　誠二 三浦　美子 愛知

アマ・ボールルーム・グランドシニアＢ級　Ｗ
136 水谷　温 小木曽　多恵子 愛知 159 伊藤　成輝 葛原　ゆき子 三重

148 細澤　俊博 細田　あやの 愛知 219 三浦　誠二 三浦　美子 愛知

157 佐藤　寛 小西　ゆり子 愛知

アマ･ラテンアメリカン･Ｂ級　Ｃ・Ｓ
117 伊藤　正浩 杉浦　富貴絵 静岡 154 光岡　和男 近藤　てるよ 愛知

133 石原　繁幸 石原　節江 愛知 156 戸田　光志 戸田　ひろ子 愛知

145 石田　直 石田　陽子 石川 158 安室　昌明 赤谷　緑 兵庫

147 岩出　貞男 内立輪　ひとみ 三重

アマ･ラテンアメリカン･Ｃ級　Ｓ
141 寺西　雄三 寺西　ひとみ 愛知 157 佐藤　寛 小西　ゆり子 愛知

145 石田　直 石田　陽子 石川

アマ･ラテンアメリカン･Ｃ級　Ｒ
139 遠山　則行 遠山　貴子 愛知 155 加藤　大喜 小森　菜々美 石川

141 寺西　雄三 寺西　ひとみ 愛知 157 佐藤　寛 小西　ゆり子 愛知

145 石田　直 石田　陽子 石川
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