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   今年で１７回目を迎える県民スポーツ・レクリエーション祭は、県民の健康、体力 

  づくりの一端を担うとともに、スポーツやレクリエーション愛好者の拡大と、スポー 

  ツや指導者の組織の充実を図る上で誠に有意義な事業であると考えております。 

   この事業も皆様方のご尽力のおかげで、昨年は１３，０００人の県民の皆様にご参 

  加いただき、その規模もいっそう拡大されて、主催者といたしましても大変喜ばしい 

  ところであります。 

   本年度もまた３７種目が県下１３都市で開催されます。 

   この大会に参加されました県民の皆様がこの機会にスポーツやレクリエーション 

  に親しみ、健康で明るい生活を送っていただける祭典になれば幸いです。 

   また、本年１１月６日から８日には、念願でありました、「全国レクリエーション 

  大会ＩＮ静岡」がグランシップをメイン会場として全県下で開催されます。静岡県レ 

  クリエーション協会といたしましても、この全国大会に向け準備を全力で進めてお 

  ります。 

   この全国レクリエーション大会は、種目団体の皆様や県民の皆様のご協力をなくして 

  成功はありません。 

   是非、県民スポレク祭同様皆様方のご理解とご協力を切にお願い申し上げます。 

   結びに、本祭典を開催するに当たり、ご尽力をいただきました関係諸団体の皆様方 

  及びご参加いただきました皆様に心から感謝申し上げますとともに、皆様方のご健勝 

  を祈念申し上げましてご挨拶とさせていただきます。 

 

                           平成２２年 吉日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        平成２１年度静岡県ダンススポーツ連盟役員 

      

       顧   問     斉藤 斗志二 (元衆議院議員) 

      

                   

        相 談 役     芹沢 健一       岸尾 政弘 

      

 

       会   長     金子 和裕 

 

 

       副 会 長     渡辺 定弘      溝口 稔        

                 柳川 正勝             

 

 

       常 任 理 事     海野 美代子     鈴木 康介       

                 大沼 元康      戸塚 美保子      

                 岩崎 千春      森田 肇司  

     稲垣 照雄      渡辺 弘        

                 原田 末信      大島 喜六 

 

 

       理    事     （東部支部）  （中部支部）  （西部支部）  

地田 祐二   鷲巣 裕司   鈴木 保幸  

                 鈴木 俊明   小川 陽子   本村 幹夫   

                  片野 進     大河原 敏朗  杉山 典克     

中村 美恵子  後藤 徹  

大友 泰二   佐藤 清蔵      

 

                        

        監   事     鈴木 啓一 

                 矢田 紀代子 

                 寺尾 勉 

      

        

 

 

 

 

 

 



   第１７回 県民スポーツ・レクリェーション祭実行委員会役員       
顧    問 斉藤 斗志二 （体育協会会長) 

 赤塚 昭雄 （県体育指導委員連絡協議会会長） 

 安部 徹 （県教育長） 

 大石 温子 （前会長） 

会    長 天野 一 (静岡県レクリエーション協会会長） 

副  会  長 大石 磁 (静岡県レクリエーション協会副会長） 

 松井 和子 (県教育委員会スポーツ振興課長)  

運 営 委 員 長 渡邉 佳洋 (静岡県レクリエーション協会理事長)  

 

              大 舞 踏 会 役 員 
大 会 顧 問 斉藤 斗志二    

大会会長 金子 和裕 (SDSF会長)     

大 会 副 会 長 渡辺 定弘 (SDSF副会長) 溝口 稔 (SDSF副会長) 柳川 正勝 (SDSF副会長) 

実 行 委 員 長 海野 美代子 (中部支部長)     

副実行委員長 大沼 元康 (西部支部長) 渡辺 弘 (SDSF常任理事) 大島 喜六 (SDSF常任理事)

ス テ マ ネ 鈴木 康介 (SDSF常任理事) 岩崎 千春 (SDSF常任理事)   

司 会 飯塚 直和 (NSS) 佐々木 好古 (NSS)   

ミ キ サ ー 田崎 秀樹 (DC ﾐｶ) 名波 八千代 (DC ﾐｶ)   

出 場 係 地田 祐二 (SDSF理事) 片野 進 (SDSF理事) 鈴木 保行 (SDSF理事) 

 原田 末信 (SDSF常任理事) 鷲巣 裕司 (SDSF理事) 大河原 敏朗 (SDSF理事) 

 寺尾 勉 (DC ｸﾚｯｼｪﾝﾄﾞ) 小川 汎丘 (DC ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ) 渡部 孝満 (DMC葵) 

 青山 寿雄 (DC10) 高林 寿一 (DMC葵)   

会 場 係 佐藤 清蔵 (SDSF理事) 後藤 徹 (SDSF理事) 田辺 友信 (ODC) 

 稲垣 由明 (ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞｸﾞﾚ-ｽ)  西村 進 (DC ｼﾞｮｲ) 牧野 正道 (東益津DC) 

 小山 茂樹 (DC ﾋﾟｺ) 中山 好美 (ﾍﾞｰｼｯｸ DSC)   

受 付 係 小川 陽子 (SDSF理事) 藤井 幸恵 (ﾓｱｰｽﾞ) 山添 節子 (ﾚﾃﾞｨｰｽﾌﾛｰﾗ) 

 鈴木 孝枝 (ｻｰｸﾙ木蓮) 地田 久江 (DC ｼﾙｴｯﾄ) 岩崎 恵美子 (SNDC) 

 高橋 雅子 DC(ﾚｻﾞﾝ)  大坪 義朗 (DC ﾐｶ)  運営ｽﾀｯﾌ 2 名 

接 待 係 佐藤 美智子 (ｶﾖｰﾊｰﾄ) 後藤 光子 (追手ｸﾗﾌﾞ) 矢田 紀代子 (ﾕｰｽ) 

 金子 泰子 (浜松DSC富塚)     

救 護 金子 泰子 (浜松DSC富塚) 杉田 紘江 (OS7)   

庶 務 岩瀬 信一郎 (ﾀﾞﾝｽﾒｲﾂ) 森本 敏子 (DC ﾐｶ) 海野 秀夫 (DC ﾐｶ) 

 大坪 悦子 (DC ﾐｶ)     

会 計 森田 肇司 (SDSF常任理事)  大坪 義朗 (DC ﾐｶ)   

審 判 員 溝口 稔 (SDSF副会長) 鈴木 康介 (SDSF常任理事) 金子 和裕 (SDSF会長) 

採 点 管 理 鈴木 俊明 (SDSF理事) 稲垣 照雄 (SDSF常任理事) 小森 将博 (ﾕｰｽ) 

 田中 ひとみ (ﾕｰｽ)     

回 収 静岡県レクリエーション協会運営スタッフ３名   

 



           タイムテーブル 
 ９：００ ドアオープン 
 ９：３０ 入場行進  
 ９：４５ 開会式 
１０：００ 団体演技発表 第１部 

① ｶﾖｰﾊｰﾄ･ﾏｲﾄﾚ DC ﾗﾃﾝﾒﾄﾞﾚｰ ⑧ ｻｰｸﾙ ﾋｰﾛｰ ﾁｬﾁｬﾁｬ ⑮ DC ﾚｻﾞﾝ  ｻﾝﾊﾞ 

② DC 浜松可美 ﾀﾝｺﾞ ⑨ DC ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ ｻﾝﾊﾞ･ﾙﾝﾊﾞ ⑯ 追手ｸﾗﾌﾞ ﾀﾝｺﾞ･ﾁｬﾁｬﾁｬ 

③ ｾﾞﾛﾜﾝ ﾁｬﾁｬﾁｬ&ﾙﾝﾊﾞ ⑩ ﾕｰｽ ｱﾚﾏｰﾅ DC ﾀﾝｺﾞ ⑰ ﾄﾞﾘｰﾑ ｻﾝﾊﾞ 

④ 金曜会ﾀﾞﾝｽｸﾗﾌﾞ ﾀﾝｺﾞ､ﾜﾙﾂ ⑪ ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞｸﾞﾚｰｽ ﾁｬﾁｬﾁｬ ｻﾝﾊﾞ ⑱ 浜松 DSC 富塚 ﾜﾙﾂ  ﾀﾝｺﾞ

⑤ 東益津 DC ﾁｬﾁｬﾁｬ ⑫ OS7(OS7) ﾁｬﾁｬﾁｬ&ﾙﾝﾊﾞ ⑲ 金曜会ﾀﾞﾝｽｸﾗﾌﾞ ﾁｬﾁｬﾁｬ 

⑥ ｱﾘｴｯﾀ ﾁｬﾁｬﾁｬ ⑬ ODC ﾀﾝｺﾞ  
⑦ NSS ﾀﾝｺﾞ ⑭ ｳｯﾌ ﾁｬﾁｬﾁｬ  

 
１１：１０ 団体演技発表 第２部  

① OS7(いちご) ﾜﾙﾂ ⑦ NSS ﾙﾝﾊﾞ ⑬ ｳｯﾌ･ｱﾄﾞｩ ﾁｬﾁｬﾁｬ 

② DC ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ ﾀﾝｺﾞ ⑧ ｳｯﾌ ﾙﾝﾊﾞ ⑭ DC ﾋﾟｺ ｻﾝﾊﾞ&ﾙﾝﾊﾞ ﾒﾄﾞﾚｰ 

③ ｻｰｸﾙ木蓮 ﾜﾙﾂ ⑨ ﾀﾞﾝｽｻｰｸﾙ浜松 F&B ﾁｬﾁｬﾁｬ ⑮ ｾﾞﾛﾜﾝ ﾀﾝｺﾞ&ﾜﾙﾂ 

④ ｱﾘｴｯﾀ ｼﾞｬｲﾌﾞ ⑩ ﾏｲﾄﾚ DC･ｶﾖｰﾊｰﾄ ﾙﾝﾊﾞ ⑯ 浜松 DSC ｴｶﾞｵ ﾜﾙﾂ 

⑤ D･C ｼﾞｮｲ ﾙﾝﾊﾞ ⑪ OS7 姫しゃら&DSS21 ﾙﾝﾊﾞ ⑰ ﾕｰｽ(土曜教室) ﾙﾝﾊﾞ 

⑥ ﾕｰｽ(火曜教室)  ﾜﾙﾂ ⑫ DC ｸﾚｯｼｪﾝﾄﾞ ﾜﾙﾂ ﾀﾝｺﾞ ⑱ DC ﾐｶ(ﾐｯｷｰﾊｰﾄ) ﾀﾝｺﾞ 

１２：２０ 静岡県代表選手紹介 
 
１２：３０ 団体演技発表 第３部  

① ｻｰｸﾙ ﾋｰﾛｰ ﾜﾙﾂ ⑦ ｳｯﾌ ﾜﾙﾂ ⑬ 浜松 DSC ﾓｱ ﾜﾙﾂ 

② DC ﾐｶ(土曜ｸﾗﾌﾞ) ﾊﾟｿﾄﾞﾌﾞﾚ ⑧ ﾍﾞｰｼｯｸ DSC ﾁｬﾁｬﾁｬ  ﾙﾝﾊﾞ ⑭ DMC 葵 ﾙﾝﾊﾞ 

③ ｶﾖｰﾊｰﾄ･ﾏｲﾄﾚ DC ﾜﾙﾂ ⑨ DC ﾚｻﾞﾝ  ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾒﾄﾞﾚｰ ⑮ ﾕｰｽ(金曜教室) ﾀﾝｺﾞ 

④ ﾆｭｰﾌﾚﾝｽﾞ ﾜﾙﾂ&ﾀﾝｺﾞ ⑩ OS7(柿田川ﾊﾞｲｶﾓ) ﾀﾝｺﾞ ⑯ 東益津 DC ﾜﾙﾂ 

⑤ ODC ﾙﾝﾊﾞ ⑪ NSS ﾜﾙﾂ ⑰ DC ﾐｶ(日曜ｸﾗﾌﾞ)St ﾒﾄﾞﾚｰ

⑥ ﾚﾃﾞｨｰｽ･ﾌﾛｰﾗ ﾊﾟｿ､ﾙﾝﾊﾞ ﾒﾄﾞﾚ ⑫ ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞｸﾞﾚｰｽ ｽﾛｰ F･ﾜﾙﾂ ⑱ ﾄﾞﾘｰﾑ  ﾙﾝﾊﾞ 

   
１３：４０  個人演技発表 (平服 1部)                  
       チャチャチャ      １組 ～  ７組  （210 ｴﾝﾄﾘｰ） 
       ルンバ         １組 ～ １２組  （334 ｴﾝﾄﾘｰ） 
１４：２０ 個人演技発表 (平服２部) 
        ワルツ         １組 ～ １１組  （330 ｴﾝﾄﾘｰ） 
       タンゴ         １組 ～  ９組  （260 ｴﾝﾄﾘｰ） 
１５：００ ダンスタイム  
１５：１０ 個人演技発表 (正装 1 部) 
       チャチャチャ      １組 ～  ２組  （22 ｴﾝﾄﾘｰ） 
       ルンバ         １組 ～   ２組  （24 ｴﾝﾄﾘｰ） 
       サンバ         １組 ～  ２組  （17 ｴﾝﾄﾘｰ） 
１５：２５ 個人演技発表 (正装２部) 
       ワルツ          １組 ～  ４組  （50 ｴﾝﾄﾘｰ） 
       スローＦ         １組 ～  ２組  （20 ｴﾝﾄﾘｰ） 
       タンゴ          １組 ～  ３組  （39 ｴﾝﾄﾘｰ） 
１５：４５ ダンスタイム 
１５：５５ 指導員と踊ろう支部別戦 （Ｃ・Ｒ・Ｔ・Ｗ） 
        １次予選 準決勝 決勝   
 
１６：４０ 競技選手支部別戦 
         決勝  
 
１６：５０ 結果発表  
１７：００ 終了 
 
 

     



    サークル演技発表（第一部） 
★１－１ 

サークル名 ： カヨーハート・マイトレＤＣ     所   属 ：中部支部 

代 表 者 ： 佐藤 清蔵・大石 猪佐雄      指 導 者 ：佐藤 美智子（アマ） 

演 技 種 目 ： ラテンメドレー（レディース・ソロ） 演 技 形 式：フォーメーション 

入場行進曲 ： 不要                  退場行進曲 ：不要 

プロフィール： 女性の多いサークルなので、前回同様女性のみのソロで踊ることにしました。 

        元気で楽しく心を通わせることができればと、合同での練習時間が中々 

        とれないなかで頑張ってきました。まだまだ不揃いですが、温かいご声援 

        をお願いします。 

        

青地 智子 小永井 裕子 岩崎 久子 佐藤 桂子 岩崎 博子 鈴木 光 

大滝 好子 高木 洋子 北川 暢子 滝本 民江 竹市 洋子 堀 扶起子 

田中 千鶴子 渡辺 光江 豊島 淑子 大澤 清美 中村 絢子 水野 裕子 

春川 朝子 望月 祐子 犬本 祐子 杉田 はる美 佐藤 美智子  

 

★１－２ 

サークル名 ： ＤＣ浜松可美           所   属 ：西部支部 

代 表 者 ： 加藤 文子               指 導 者 ：  

演 技 種 目 ： タンゴ                   演 技 形 式：トライアル 

入場行進曲 ： 不要                退場行進曲 ：不要 

プロフィール：  

 リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名

黒田 浩平 木全 臣子 杉山 康治 杉山 幸子 鈴木 賢治 田代 孝子 

大澤 清 大澤 富枝     

 

 

★１－３  

サークル名 ： ゼロワン             所   属 ：東部支部 

代 表 者 ： 古山 公彦              指 導 者 ：村田 正志（プロ） 

演 技 種 目 ： チャチャチャ＆ルンバ         演 技 形 式：フォーメーション 

入場行進曲 ：                   退場行進曲 ： 

プロフィール： ルーテンが新しくなったチャチャチャ＆ルンバのフォーメーションです。 

        自信がありませんが一生懸命踊ります。うまく踊れたらうれしいです。 

         

リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名

杉山 秀子 山田 八重子 堀江 義昭 大庭 雅子 等々力 啓夫 大沼 ヒサ子 

渡邉 正美 古山 昭子 武本 宣教 渡邉 京子 山田 文博 竹本 博子 

古山 公彦 堀江 ゆり子     

 

 

 

 

 

 

 

 



★１－４ 

 

サークル名 ： 金曜会ダンスクラブ         所   属 ：中部支部 

代 表 者 ： 石野 睦夫              指 導 者 ：築地 宏明（プロ） 

演 技 種 目 ： タンゴ、ワルツ            演 技 形 式：フォーメーション 

入場行進曲 ： 必要                 退場行進曲 ：必要 

プロフィール：  

 

リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名

下島 光雄 山村 洋子 山口 美代治 相原 愛子 石野 睦夫 山本 照代 

三津原 秀樹 小澤 一子     

 

 

 

★１－５ 

サークル名 ： 東益津ＤＣ           所   属 ：中部支部 

代 表 者 ： 牧野 正道                指 導 者 ：阿南 美千子（プロ） 

演 技 種 目 ： チャチャチャ             演 技 形 式：フォーメーション 

入場行進曲 ： 不要               退場行進曲 ：不要 

プロフィール： このごろ楽しく踊るということが、わかってきたような気がします。 

        今日も、皆で楽しく踊りたいと思います。 

 

リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名

牧野 正道 山田 はる 松永 幸男 増田 昌子 山口 虎雄 伊藤 精子 

富田 憲二 新村 洋子 児玉 正幸 鈴木 敏子 勝亦 成光 大石 夕起子 

尾崎 司郎 小野田 桂子     

 

 

 

★１－６ 

サークル名 ： アリエッタ            所   属 ：東部支部 

代 表 者 ： 中村 美恵子              指 導 者 ：中村 大輔（プロ） 

演 技 種 目 ： チャチャチャ              演 技 形 式：フォーメーション 

入場行進曲 ： 不要                退場行進曲 ：不要 

プロフィール： 曲に合わせてステップが構成されています。 

        曲のイメージが踊りから皆さんに伝われば良いと思います。 

  

リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名

庄司 正良 鈴木 公子 増田 善己 池内 直美 大宮 明広 塚本 公子 

高田 佳典 川口 三枝子 伊東 とま子 近藤 ユウ子 出木 優 武本 絹江 

飯田 久美子 杉山 裕美 中村 美恵子 杉山 昌子   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



★１－７ 

サークル名 ： ＮＳＳ            所   属 ：中部支部 

代 表 者 ： 飯塚 直和              指 導 者 ：鷲巣 裕司、鷲巣 瑞代（アマ） 

演 技 種 目 ： タンゴ                 演 技 形 式：フォーメーション 

入場行進曲 ： 必要             退場行進曲 ：必要  

プロフィール： 皆さんこんにちは、今回ＮＳＳタンゴは、入会してからまだ 1年目の 

        会員の方も参加しております。まずは楽しくリラックスして踊れれば 

        と思っています。皆さんのあたたかなご声援をおねがいします。 

 

 リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名

小野田 善保 山口 靖代 大村 清 奥塩 邦子 丸尾 茂生 伊藤 眞理子 

増田 薫 戸塚 佐知子 山口 正義 京寺 京子 佐藤 松造 後藤 千津子 

天野 章 藤山 久枝 田辺 友信 堀川 敏江 安心院 透 木村 薫 

岸端 隆 岸端 芳美 芝原 彌一 大長 恒子   

 

 

 

★１－８ 

サークル名 ： サークル ヒーロー       所   属 ：西部支部 

代 表 者 ： 加藤 功               指 導 者 ：伊藤 洋、西川由美子（アマ） 

演 技 種 目 ： チャチャチャ               演 技 形 式：フォーメーション 

入場行進曲 ： 必要             退場行進曲 ：不要 

プロフィール： ＪＤＳＦに加入して約２年の初心者です。伊藤洋、西川由美子先生の熱心な 

        ご指導により少しずつですが前進しています。 

        今日初めての登場ですが一生懸命頑張ります。 

 

リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名

石川 善久 井手 眞佐代 加藤 功 丸山 るみ子 鈴木 蜜生 石川 幸子 

伊藤 洋 御宿 とみゑ 御宿 博 林 俊恵 山下 進 鈴木 常子 

渡辺 眞孝 山田 啓子     

 

 

★１－９ 

サークル名 ： ＤＣマーガレット         所   属 ：中部支部 

代 表 者 ： 小川 汎丘                指 導 者 ：小川 汎丘（アマ） 

演 技 種 目 ： サンバ・ルンバ            演 技 形 式：フォーメーション 

入場行進曲 ： 不要                退場行進曲 ：不要 

プロフィール： 新しいラテンのドレスです。 

        気分も一新して軽やかにサンバのリズムに乗ってそしてルンバも 

        楽しく踊りたいです。 

 

リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名

三浦 賢吉 坂本 美代子 増田 英雄 増田 淑子 石川 昭夫 竹田 幸江 

青木 丈 青木 正美 武田 淳 犬本 祐子 軒山 辰夫 軒山 久江 

植松 猛 植松 さよ子 小川 汎丘 村上 久美子 小川 陽子 花井 福 

 

 

 



★１－１０ 

 

サークル名 ： ユース （アレマーナＤＣ）     所   属 ：東部支部 

代 表 者 ： 柳川 正勝             指 導 者 ：竹内 久仁子（プロ） 

演 技 種 目 ： タンゴ                演 技 形 式：フォーメーション 

入場行進曲 ：                    退場行進曲 ： 

プロフィール：  

 

リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名

大沢 勝興 岩本 正子 日吉 照郎 萩原 津由 井上 敏郎 長谷川 和子 

寺田 豊司 林 順子     

 

 

★１－１１ 

サークル名 ： ダンシンググレース        所   属 ：中部支部 

代 表 者 ： 稲垣 由明                指 導 者 ： 

演 技 種 目 ： チャチャチャ・サンバ         演 技 形 式：フォーメーション 

入場行進曲 ：                   退場行進曲 ： 

プロフィール： ダンシンググレースです。私たちはフォーメーションを主体とし、とても 

         ユーモアの持主であります服部まさし先生の元で、時には笑いを混じえな 

        がら、言葉、動きを全身で覚え、日々練習に励んでおります。 

        が、ご覧の通り平均年令は６０ウン才！ 一人々の努力はもちろんですが 

        皆、心が一つになる事がフォーメーションの美しさだと考えています。 

        途中ハプニング等があるかもしれませんがお互いフォローしながら 

        この舞踏会を楽しみたいと思っております。 

         

 リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名

稲垣 由明 川口 千恵子 水野 敏明 水野 智子 大庭 仁 大庭 一枝 

稲垣 輝治 辻 文子 服部 道夫 河野 晴江 佐野 晶親 近藤 訓子 

石井 忠明 青嶋 満代 赤井 康男 赤井 かや子   

 

 

★１－１２ 

サークル名 ： ＯＳ７（ＯＳ）          所   属 ：東部支部 

代 表 者 ： 大島 喜六               指 導 者 ：大島 喜六、杉田 紘江（アマ） 

演 技 種 目 ： チャチャチャ＆ルンバ      演 技 形 式：フォーメーション 

入場行進曲 ： 不要               退場行進曲 ：不要 

プロフィール： 平服のドレスにダイヤモンド・ストーンをつけてみました。 

        イメージが変わりました。チャチャチャ＆ルンバにて発表します。 

        チャチャチャは陽気にルンバはしっとりと踊れればいいなーと思っています。 

 

リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名

矢本 五月 山崎 ミサ子 大城 敏夫 中村 孝子 大島 喜六 宮崎 淑子 

細野 秀雄 加藤 逸子 大津 和夫 藤井 かほる 岩村 政栄 伊賀 みどり 

杉田 尚 福島 和代 河辺 哲彦 河辺 彩子   

 

 

 

 



★１－１３ 

サークル名 ： ＯＤＣ            所   属 ：中部支部 

代 表 者 ： 田辺 友信              指 導 者 ：鷲巣 裕司、鷲巣 瑞代（アマ） 

演 技 種 目 ： タンゴ                  演 技 形 式：フォーメーショ 

入場行進曲 ： 必要              退場行進曲 ：必要 

プロフィール： 私達は、毎週土曜日、長田生涯学習センターで活動しているサークルです。 

長田地区の活性化と、地域社会の発展、会員の親睦や楽しく健康増進を 

図ることを目的としております。今回はタンゴで参加します。皆さんの 

ご声援をお願いします。  

 

リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名

田辺 友信 鈴木 俊江 池ヶ谷 鎌司 長島 雪江 小泉 隆鋪 増田 盛子 

鈴木 実 鈴木 裕子 永田 勝弘 田中 幸子 黒柳 忠男 滝浪 澄子 

望月 良晃 古谷 美智恵 松本 豊成 中野 広子 山本 善鋪 黒柳 鉄子 

宇佐美 清 内野 和子 大村 清 松平 妃佐子 小川 校敬 堀川 敏江 

小林 金男 海老名佐那映 山崎 善一 稲垣 静代   

 

 

★１－１４ 

サークル名 ： ウッフ            所   属 ：東部支部 

代 表 者 ： 小山 美津子          指 導 者 ：野田 章（アマ） 

演 技 種 目 ： チャチャチャ           演 技 形 式：フォーメーション 

入場行進曲 ： 必要             退場行進曲 ：必要 

プロフィール： 今日は、新しくなった曲で踊ります。 

        この難しいステップを軽快で、スピーディにカッコ良く踊るのが目標です。 

        頑張って踊ります。!(^^)! 

     

 リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名

野田 章 岡本 早苗 増田 勝文 遠藤 千絵 松原 秀夫 清水 洋子 

相吉沢 敏昭 浅沼 むつ子 北島 誠四郎 福田 澄江 真野 敏宏 小山 美津子 

山田 英二 植木 彩智子 南 日智 只野 よし子 那珂 正明 和仁 千枝子 

山口 純一 田中 真里子 広瀬 幸枝 丸岡 千春   

 

 

★１－１５ 

サークル名 ： ＤＣレザン             所   属 ：中部支部 

代 表 者 ： 高橋 雅子                   指 導 者 ： 

演 技 種 目 ： サンバ               演 技 形 式：フォーメーション 

入場行進曲 ：                   退場行進曲 ： 

プロフィール： ５クラス合同のフォーメーションです。久々に会った仲間たちですので。 

        なかなか思うようにはなりませんが、楽しみの一つとして頑張って 

        いますので、よろしくお願いします。 

 

 

 リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名

石羽根 久平 北川 陽子 小野田 進 葉田 祐子 土居 浩 内藤 升美 

池田 誠治 西ヶ谷 広美 松下 信助 高橋 雅子 橋本 宏 川崎 幸代 

間 太輔 高埜 ちほ 中澤 勇 大塚 廣子 海野 和彦 稲葉 久美子 

大町 豊 竹澤 久美子 小長井 孝平 小長井 弥生   



★１－１６ 

サークル名 ： 追手クラブ           所   属 ：中部支部 

代 表 者 ： 後藤 徹                   指 導 者 ：中込 悟（プロ） 

演 技 種 目 ： タンゴ・チャチャチャ            演 技 形 式：フォーメーション 

入場行進曲 ： 必要               退場行進曲 ：必要 

プロフィール： 月２回の練習で、少々サマになってきたかな？ 

        タンゴからチャチャチャへの切り替えが、最大の山場。 

        動きの情熱と、心配の微熱を、どうぞ感じてください。 

 

 リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名

牧野 正道 小野田 桂子 増田 宏胤 吉田 陽子 小山 茂樹 小川 皓江 

勝山 東海廣 杉本 智惠子 野原 登喜夫 仁藤 郭代 植田 英之 見城 こず枝 

大坪 義朗 大坪 悦子 小泉 幸雄 鈴木 みつ子 後藤 徹 後藤 光子 

 

 

 

★１－１７ 

サークル名 ： ドリーム           所   属 ：東部支部 

代 表 者 ： 野田 章              指 導 者 ：海老沼 茂（プロ） 

演 技 種 目 ： サンバ                 演 技 形 式：フォーメーション 

入場行進曲 ：                退場行進曲 ： 

プロフィール： 私たちドリームは、水曜日、木曜日にレッスンをしています。 

        楽しく踊ります応援お願い致します。 

 

 リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名

野田 章 島田 由美子 増田 勝文 小山 美津子 山田 一男 岩田 玲子 

河崎 健吾 飯塚 純子 岩崎 文昭 福川 美津子 玉西 千代子 川原 昌子 

 

 

 

★１－１８ 

サークル名 ： 浜松ＤＳＣ 富塚        所   属 ：西部支部 

代 表 者 ： 江尻 進              指 導 者 ：金子 和裕 金子 泰子（アマ） 

演 技 種 目 ：  ワルツ  タンゴ           演 技 形 式：フォーメーション 

入場行進曲 ： 必要              退場行進曲 ：必要 

プロフィール： 私達サークルは毎週火曜日スタンダードを中心にカップルで練習をして 

います。明るく楽しく前向きにダンスの技術にトライしております。 

今回は、ワルツ、 タンゴメドレーです。 

一生懸命頑張りますので、応援よろしくお願いします。 

 

 リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名

金子 和裕 金子 泰子 江尻 進 江尻 由美 鈴木 啓一 鈴木 登紀子 

松本 安弘 松本 和子 鈴木 保幸 鈴木 孝枝 大澤 清 大澤 富江 

杉本 賢 鈴木 律子     

 

 

 

 

 



★１－１９ 

 

サークル名 ： 金曜会ダンスクラブ         所   属 ：中部支部 

代 表 者 ： 石野 睦夫              指 導 者 ：  

演 技 種 目 ： チャチャチャ             演 技 形 式：フォーメーション 

入場行進曲 ： 必要                 退場行進曲 ：必要 

プロフィール：  

 

リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名

下島 光雄 森川 よし江 山口 美代治 高山 恵美子 石野 睦夫 井上 弘子 

三津原 秀樹 三津原美江子     

 

 

 

サークル演技発表（第二部） 
 

★２－１ 

サークル名 ： ＯＳ７（いちご）       所   属 ：東部支部 

代 表 者 ： 大島 喜六             指 導 者 ：大島 喜六、杉田 紘江（アマ） 

演 技 種 目 ： ワルツ                 演 技 形 式：フォーメーション 

入場行進曲 ： 不要             退場行進曲 ：不要 

プロフィール： ピンクのドレス新調してのワルツです 

        初めての参加、発表の参加者が数名いますが日ごろのレッスンを発揮 

        すると共に楽しみ踊りたいと思います。 

       

リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名

矢本 五月 加藤 逸子 岩村 政栄 中村 美智子 細野 秀雄 浦崎 由美子 

杉田 尚 山口 悦子 大城 敏夫 財津 菊枝 鳥澤 効生 土屋 克子 

神田 勝史 井柳 桐子 山浦 国男 高木 悦子 大津 和夫 大津 すみ江 

河辺 哲彦 石川 八重子     

 

 

 

★２－２ 

サークル名 ： ＤＣマーガレット         所   属 ：中部支部 

代 表 者 ： 小川 汎丘                指 導 者 ：小川 汎丘（アマ） 

演 技 種 目 ： タンゴ               演 技 形 式：フォーメーション 

入場行進曲 ： 必要               退場行進曲 ：必要 

プロフィール： 何度も何度も練習しているタンゴです。サークル一同気持ちを合わせて 

        何とか楽しく踊ることを心掛けています。 

        失敗しても「愛嬌・愛嬌」といってすましてくれるやさしいサークルです。 

      

リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名

三浦 賢吉 坂本 美代子 増田 英雄 増田 淑子 石川 昭夫 竹田 幸江 

青木 丈 青木 正美 青木 丈 青木 正美 武田 淳 犬本 祐子 

植松 猛 植松 さよ子 小川 汎丘 花井 福 小川 陽子 軒山 久江 

 

 



★２－３ 

サークル名 ： サークル木蓮          所   属 ：西部支部 

代 表 者 ： 鈴木 保幸              指 導 者 ：野又 弘也・金田敏子（アマ）  

演 技 種 目 ： ワルツ                 演 技 形 式：フォーメーション 

入場行進曲 ： 不要               退場行進曲 ：不要 

プロフィール： 私達サークル木蓮は、ダンスの基本である姿勢（ホールド・バランス）、 

        フットワーク、音楽、正しく、丁寧にを指導方針の下、大きくのびのびと 

楽しく踊る練習をしています。日頃の練習成果をご覧ください 

 

リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名

鈴木 保幸 片山 恭子 佃 雅裕 北見 伸子 古橋 康弘 大橋 節子 

重冨 守男 鈴木 孝枝 新村 素生 新村 まつえ 金田 敏子 井口 澄子 

野又 弘也 重富 美代子     

 

 

 

★２－４ 

サークル名 ： アリエッタ            所   属 ：東部支部 

代 表 者 ： 中村 美恵子              指 導 者 ：中村 大輔（プロ） 

演 技 種 目 ： ジャイブ                演 技 形 式：フォーメーション 

入場行進曲 ： 不要                退場行進曲 ：不要 

プロフィール： マイケルジャクソンの名曲に合わせて踊ります。 

        皆さん応援よろしくお願いします。 

 

リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名

庄司 正良 鈴木 公子 増田 善己 池内 直美 大宮 明広 塚本 公子 

高田 佳典 川口 三枝子 伊東 とま子 近藤 ユウ子 出木 優 武本 絹江 

飯田 久美子 杉山 裕美 中村 美恵子 杉山 昌子   

 

 

★２－５ 

サークル名 ： Ｄ・Ｃジョイ          所   属 ：中部支部 

代 表 者 ： 西村 進                  指 導 者 ： 

演 技 種 目 ： ルンバ                   演 技 形 式：フォーメーション 

入場行進曲 ： 不要               退場行進曲 ：不要 

プロフィール：  

 リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名

西村 進 重松 やすの 杉原 唯夫 大森 久美子 山本 清 青木 正子 

飯塚 為司 杉本 衿子 菊池 行雄 三村 久代 鈴木 聡明 早房 利子 

吉沢 登 荘田 ふみ子 岡 知令 草ケ谷 弘美 増田 勝志 高林 志帆 

 

 

 

 

 

 

 

 



★２－６ 

サークル名 ： ユース （火曜教室）     所   属 ：東部支部 

代 表 者 ： 柳川 正勝               指 導 者 ：鈴木 俊明 木内 陽子（アマ） 

演 技 種 目 ：  ワルツ             演 技 形 式：フォーメーション 

入場行進曲 ： 必要              退場行進曲 ：必要 

プロフィール： 私たちユース火曜教室は、サークルの中では初心者からベテランを 

        交えた中級クラスです。 

        今回はワルツのベーシックを中心にしたフィガーですが、なかなか 

        うまく踊れません。最後まで音楽をはずさないで踊れるよう 

        ガンバリます。 

リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名

平柳 正滋 平柳 重子 星谷 清重 石倉 由美子 白壁 稔 渡辺 英子 

秋場 榮作 苫米地千世子 岡田 敏和 大南 よし江 高柳 茂 高柳 ふじ江 

堤 清紘 堤 京子 鈴木 俊明 茨木 静江 菊岡 洋三 菊岡 由美子 

林 静夫 木内 陽子     

 

★２－７ 

サークル名 ： ＮＳＳ           所   属 ：中部支部 

代 表 者 ： 飯塚 直和           指 導 者 ：鷲巣 裕司、鷲巣 瑞代（アマ） 

演 技 種 目 ： ルンバ               演 技 形 式：フォーメーション 

入場行進曲 ： 必要             退場行進曲 ：必要 

プロフィール： 大好きなルンバ、あがらないで平常心、平常心、頑張って、 

        でも 、楽しんで踊ります。応援よろしくお願いします。 

  

 リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名

大村 清 木村 薫 亀山 金平 戸塚 佐知子 田辺 友信 伊藤 真理子 

丸尾 茂生 安心院 啓子 安心院 透 角入 攝 亀山 正幸 大長 恒子 

斉藤 光雄 稲垣 貴子  鈴木 実 後藤 千津子 天野 章 堀川 俊江 

武田 晴州 佐藤 のり子 森本 嘉一 坂井 美智枝 小泉 幸雄 藤山 久枝 

望月 良晃 川路 訓子 小野田 善保 鈴木 志津子 高田 順一 片山 シノ 

 

★２－８ 

サークル名 ： ウッフ            所   属 ：東部支部 

代 表 者 ： 小山 美津子          指 導 者 ：野田 章（アマ） 

演 技 種 目 ： ルンバ              演 技 形 式：フォーメーション 

入場行進曲 ： 必要             退場行進曲 ：必要 

プロフィール： 今回のルンバは、曲を大事に大人の味を出した“見せる踊り”に集中し 

        練習してきました。このルンバで何か物語りを感じ取ってもらえたら 

        サイコーです。＼（＾o＾）／ 

       

 リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名

野田 章 浅沼 むつ子 増田 勝文 丸岡 千春 松原 秀夫 小山 美津子 

相吉沢 敏昭 福田 澄江 北島 誠四郎 清水 洋子 真野 敏宏 和仁 千枝子 

山田 英二 岡本 早苗 南 日智 田中 真里子 那珂 正明 植木 彩智子 

山口 純一 只野 よし子 広瀬 幸枝 遠藤 千絵   

 

 



★２－９ 

サークル名 ： ダンスサークル浜松Ｆ＆Ｂ     所   属 ：西部支部 

代 表 者 ： 小池 やす子               指 導 者 ：鈴木 早苗（プロ） 

演 技 種 目 ： チャチャチャ                演 技 形 式：フォーメーション 

入場行進曲 ：                   退場行進曲 ： 

プロフィール：  今回はチャチャチャに挑戦してみました。当初ステップを先生に組んで 

        頂いた時は、踊りこなせるか心配でしたが、練習の甲斐があり何とか 

        まとまるようになりました。本番で練習どおりに踊れるか少し心配ですが 

        頑張って踊りますから声援してください。  

  

リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名

加藤 保 福田 登美子 柴田 常久 島津 加津代 橋本 一三 橋本 みさ江 

小池 良尚 小池 やす子 武田 光司 平尾 栄子 鈴木 啓一 鈴木 登紀子 

能勢 謙次朗 加納 のり子     

 

★２－１０ 

サークル名 ： マイトレＤＣ・カヨーハート    所   属 ：中部支部 

代 表 者 ： 大石 猪佐雄・佐藤 清蔵     指 導 者 ：佐藤 清蔵（アマ） 

演 技 種 目 ： ルンバ                 演 技 形 式：フォーメーション 

入場行進曲 ： 必要                退場行進曲 ：必要 

プロフィール： 心を通わせ、常普段のマイ・トレーニングによる結果が出せれば 

        なと、新人を混えて少ない練習時間で一生懸命やって来ました。 

        今日は楽しく踊れれば最高です。 

      

リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名

鈴木 信治 大滝 好子 大石 猪佐雄 岩崎 久子 柴田 豊 豊島 淑子 

金田 喜久男 大澤 清美 佐藤 清蔵 高木 洋子 水野 清平 佐藤 桂子 

岩田 雅義 滝本 民江 牧田 光史 北川 暢子 鈴木 英一 竹市 洋子 

大澤 弘叔 中村 絢子 片瀬 隆広 小永井 裕子 山内 孝仁 水野 裕子 

鈴木 修實 鈴木 光 佐藤 美智子 田中 千鶴子 飯沼 義男 春川 朝子 

岩崎 博子 渡辺 光江 堀 扶起子 青地 智子   

 

★２－１１ 

サークル名 ： ＯＳ７ 姫しゃら＆ＤＳＳ２１  所   属 ：東部支部 

代 表 者 ： 大島 喜六              指 導 者 ：大島 喜六、杉田 紘江（アマ） 

演 技 種 目 ： ルンバ                  演 技 形 式：フォーメーション 

入場行進曲 ： 不要              退場行進曲 ：不要 

プロフィール： 県の活動を見てもらいたいと考え参加してもらいました。 

        広い会場そして多勢の人の前で発表するのは初体験です 

        経験の少ないサークルです。今回は先輩の力を借りて 

        一緒に踊ります。応援してください！！ 

  

リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名

岩村 政栄 長崎 美智子 大城 敏夫 土屋 克子 矢本 五月 中村 孝子 

大和田 忠男 大和田 恵菜 杉田 尚 福島 和代 河辺 哲彦 長末 郁代 

細野 秀雄 小柳 ヒサヨ 大津 和夫 財津 菊枝 神田 勝史 伊賀 みどり 

鳥澤 効生 渡辺 和子 山浦 国男 河辺 彩子 大島 喜六 大津 すみ江 

杉田 紘江 関 ゑみ子     



★２－１２ 

サークル名 ： ＤＣクレッシェンド        所   属 ：中部支部 

代 表 者 ： 寺尾 勉                指 導 者 ：  

演 技 種 目 ： ワルツ・タンゴ                演 技 形 式：トライアル 

入場行進曲 ： 不要               退場行進曲 ：不要  

プロフィール：  

 

 リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名 

山本 清 山村 裕子 平井 宏明 平井 由美子 寺尾 勉 中村 恵子 

宮田 和正 杉本 八重子 佐藤 英男 川口 三津代 竹下 昌宏 平野 光子 

鈴木 聡明 早房 利子 植田 英之 植田 加奈子 菊池 行雄 三村」久代 

吉沢 登 荘田 ふみ子     

 

 

 

★２－１３ 

サークル名 ： ウッフ・アドゥ        所   属 ：東部支部 

代 表 者 ： 小山 美津子          指 導 者 ：野田 章（アマ） 

演 技 種 目 ： チャチャチャ           演 技 形 式：フォーメーション 

入場行進曲 ： 必要             退場行進曲 ：必要 

プロフィール： アドゥとは、アラビア語で「仲間」という意味です。 

        初心者から中級者までのメンバーです。 

        楽しく上達できる様がんばっています。 

       

 リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名

野田 章 武藤 千秋 水口 定夫 森野 美里 森野 輝子 杉山 和子 

遠藤 千絵 水口 富美子 武藤 博哉 天谷 一美 増田 勝文 池田 紀子 

那珂 正明 関 裕子 杉山 龍次 小山 美津子   

 

 

 

 

★２－１４ 

サークル名 ： ＤＣピコ            所   属 ：中部支部 

代 表 者 ： 小山 茂樹                   指 導 者 ：小山 茂樹（アマ） 

演 技 種 目 ： サンバ・ルンバ メドレー     演 技 形 式：フォーメーション 

入場行進曲 ： 必要              退場行進曲 ：必要 

プロフィール： 年配者ですがサンバにチャレンジします。 

        応援よろしくお願いします。 

リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名

山口 美代治 小関 操 安田 武人 百々 光代 山岡 信行 鈴木 とよ 

鈴木 啓一郎 松本 則子 大石 須美雄 榊原 房子 池田 さかゑ 森井 利江 

小山 皓江 大石 美代子 小山 茂樹 平川 昌江   

 

 

 

 

 



★２－１５  

サークル名 ： ゼロワン             所   属 ：東部支部 

代 表 者 ： 古山 公彦              指 導 者 ：村田 正志（プロ） 

演 技 種 目 ： タンゴ＆ワルツ           演 技 形 式：フォーメーション 

入場行進曲 ：                   退場行進曲 ： 

プロフィール： タンゴ＆ワルツのフォーメーションです。マルくなりタテ、ヨコに 

        なります。皆さんの前でガンバリます。ゼロワンの踊りを見てください。 

 

リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名

山田 文博 堀江 ゆり子 杉山 秀子 大庭 雅子 渡邉 正美 渡邉 京子 

堀江 義昭 竹本 博子 等々力 啓夫 古山 昭子 古山 公彦 大沼 ヒサ子 

武本 宜教 山田 八重子     

 

 

 

 

★２－１６ 

サークル名 ： 浜松ＤＳＣエガオ        所   属 ：西部支部 

代 表 者 ： 橋本 久美子          指 導 者 ：安田二郎、景山佐知子（アマ） 

演 技 種 目 ： ワルツ                  演 技 形 式：フォーメーション 

入場行進曲 ：                 退場行進曲 ： 

プロフィール： 私達、浜松ＤＣエガオは、きれいに踊ることを目指して練習しています。 

        今回はメンバーを変更して、フォーメーションに挑戦します。 

        どうぞ応援をよろしくお願いします。 

 

リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名

町井 喬 茂津目 明美 金原 俊明 藤井 久恵 橋本 照夫 影山 佐知子 

大城 信昭 田中 初枝 鈴木 敏夫 橋本 久美子 住岡 定敬 大桑 律子 

 

 

 

★２－１７ 

サークル名 ： ユース（土曜教室）     所   属 ：東部支部 

代 表 者 ： 柳川 正勝             指 導 者 ：寺田 豊司・林 順子（アマ） 

演 技 種 目 ：  ルンバ              演 技 形 式：フォーメーション 

入場行進曲 ： 必要            退場行進曲 ：必要 

プロフィール： 大舞踏会に合わせてルーティンが９月の初めにできあがりました。 

        まだ踊りこんでいないので少し不安ですが、頑張ります。   

 

リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名

加藤 衛 大島 雅世 勝又 勇 村松 千鶴子 久保田 元治 高野 順子 

小川 昭夫 長橋 里子 川口 信一 佐藤 法代 飯田 源一 飯田 洋子 

小森 将博 田中 ひとみ 渡辺 英子 向坂 満智子 堤 清紘 滝川 幸子 

渡井 邦賢 中村 立子     

 

 

 

 



★２－１８ 

サークル名 ： ＤＣミカ（ミッキーハート）   所   属 ：中部支部 

代 表 者 ： 水野 敏明              指 導 者 ：夏目ダンススタジオ（プロ） 

演 技 種 目 ： タンゴ                 演 技 形 式：フォーメーション  

入場行進曲 ：                  退場行進曲 ： 

プロフィール： 土曜日の「貴重な時間」午後９：３０～練習している、仲の良い 

        仲間７組です。ラテンが多いサークルですが、今回初めてタンゴに 

        挑戦！ 変形に工夫しています。 

 

 リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名

水野 敏明 水野 智子 鈴木 重雄 鈴木 廣子 守山 佳秀 守山 美子 

鈴木 実 鈴木 裕子 川村 亘 河村 まり子 山崎 善一 鈴木 俊江 

杉本 晃 杉本 耀子     

 

 

 

              サークル演技発表（第三部） 

★３－１ 

サークル名 ： サークル ヒーロー       所   属 ：西部支部 

代 表 者 ： 加藤 功               指 導 者 ：伊藤 洋、西川由美子（アマ） 

演 技 種 目 ： ワルツ                 演 技 形 式：フォーメーション 

入場行進曲 ： 必要             退場行進曲 ：不要 

プロフィール：  

リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名

田中 照代 秋田 咲子 藤倉 幸 大場 ナミ子 鈴木 勝行 栗田 節子 

加藤 功 松本 すゑの     

 

 

 

★３－２ 

サークル名 ： ＤＣミカ（土曜クラブ）     所   属 ：中部支部 

代 表 者 ： 海野 美代子              指 導 者 ：中込 悟（プロ） 

演 技 種 目 ： パソドブレ                  演 技 形 式：フォーメーション 

入場行進曲 ：                  退場行進曲 ： 

プロフィール： もはやフォーメーションの定番といえるでしょう。 

        新しいメンバーを迎え、ベテランも張り切っています。 

        練習不足で、日頃の成果は発揮できませんが皆さんの声援を受けて、 

        マタドールとケープになりきります。 

 

 リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名

大坪 義朗 大坪 悦子 牧野 正道 小野田 桂子 小山 茂樹 小川 皓江 

勝山 東海廣 杉本 智惠子 野原 登喜夫 仁藤 郭代 植田 英之 見城 こず枝 

後藤 徹 後藤 光子 増田 宏胤 吉田 陽子 小泉 幸雄 鈴木 みつ子 

 

 

 

 



★３－３ 

サークル名 ： カヨーハート・マイトレＤＣ    所   属 ：中部支部 

代 表 者 ： 佐藤 清蔵・大石 猪佐雄     指 導 者 ：佐藤 清蔵（アマ） 

演 技 種 目 ： ワルツ                演 技 形 式：フォーメーション 

入場行進曲 ： 不要                退場行進曲 ：必要 

プロフィール： サークル合同で新人を多数お迎えして、何とか“揃って踊れたら” 

        と一同心を一つにして、難易なフィガーにも挑戦してみました。 

        少しでも成果が出せれたらうれしいです。皆様の温かいご声援を 

        お願いします。 

        

リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名

岩田 雅義 滝本 民江 大石 猪佐雄 岩崎 久子 大澤 弘叔 中村 絢子 

片瀬 隆広 小永井 裕子 金田 喜久男 大澤 清美 佐藤 清蔵 高木 洋子 

柴田 豊 豊島 淑子 鈴木 信治 大滝 好子 鈴木 英一 竹市 洋子 

鈴木 修實 鈴木 光 牧田 光史 北川 暢子 水野 清平 佐藤 桂子 

山内 孝仁 水野 裕子 佐藤 美智子 田中 千鶴子   

 

 

 

★３－４ 

サークル名 ： ニューフレンズ          所   属 ：東部支部 

代 表 者 ： 島田 智嘉               指 導 者 ：土屋 時男（プロ） 

演 技 種 目 ： ワルツ＆タンゴ             演 技 形 式：フォーメーション 

入場行進曲 ： 不要                退場行進曲 ：不要 

プロフィール：  

 

リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名

石川 栄三 伊東 清美 島田 智嘉 若林 信子 伏見 隆夫 鈴木 佳子 

本澤 繁男 本澤 弘子     

 

 

★３－５ 

サークル名 ： ＯＤＣ            所   属 ：中部支部 

代 表 者 ： 田辺 友信             指 導 者 ：鷲巣 裕司、鷲巣 瑞代（アマ） 

演 技 種 目 ： ルンバ                  演 技 形 式：フォーメーショ 

入場行進曲 ： 必要             退場行進曲 ：必要 

プロフィール： 私達は、毎週土曜日長田生涯学習センターで活動しているサークルです。 

        初級講座を卒業した新人からベテランまでベーシックを基本に練習を 

        してきました。今回はルンバで参加です。皆様のご声援をお願いします。 

       

リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名

田辺 友信 増田 盛子 池ケ谷 鎌司 鈴木 裕子 鈴木 実 深沢 峯子 

永田 勝弘 滝浪 澄子 小泉 隆鋪 長島 雪江 黒柳 忠男 黒柳 鉄子 

松本 豊成 松平 妃佐子 山本 善 鋪 内野 和子 望月 良晃 木口 真理子 

宇佐美 清 海老名佐那映 大村 清 山口 靖代 小川 校敬 田中 幸子 

岸端 隆 岸端 芳美 山口 正義 堀川 敏江 佐藤 松造 増田 美支子 

小林 金男 中野 広子     

 



★３－６ 

サークル名 ： レディース・フローラ      所   属 ：西部支部 

代 表 者 ： 山添 節子              指 導 者 ：小川 照美（プロ）  

演 技 種 目 ： パソドブレ、ルンバ メドレー   演 技 形 式：フォーメーション 

入場行進曲 ： 必要              退場行進曲 ：必要 

プロフィール： フローラが誕生して３年目、“ベーシック中のベーシック”に難しい！ 
        を連発しつつも笑い声の絶えない楽しいサークルです。今回は大決心して 

        パソドブレに挑戦しました。パソドブレを殆ど知らない人も、がんばりました。 

        短いですがルンバとメドレーで踊ります。ご声援をお願いします。 

 

リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名

三和 とみ子 藤井 久恵 影山 佐知子 小野田 好代 山添 節子 木全 臣子 

小池 やす子 外山 真理 伊賀 すみ子 井手 賀代子 市川 洋子 磯部 妙子 

 

 

 

★３－７ 

サークル名 ： ウッフ            所   属 ：東部支部 

代 表 者 ： 小山 美津子            指 導 者 ：野田 章（アマ） 

演 技 種 目 ： ワルツ                 演 技 形 式：フォーメーション 

入場行進曲 ： 必要             退場行進曲 ：必要 

プロフィール： 円形で踊るワルツです。難しいのは間隔を保って踊る事、皆で頑張って 

        練習してきました。 

        ～舞踏会のようなワルツに乾杯（－＿-）/☆～ 

        応援お願いします。 

 

 リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名

野田 章 広瀬 幸枝 増田 勝文 岡本 早苗 松原 秀夫 丸岡 千春 

相吉沢 敏昭 遠藤 千絵 北島 誠四郎 和仁 千枝子 真野 敏宏 清水 洋子 

山田 英二 只野 よし子 南 日智 浅沼 むつ子 那珂 正明 福田 澄江 

山口 純一 植木 紗智子 吉沢 一美 田中 真理子   

 

 

★３－８ 

サークル名 ： ベーシックＤＳＣ        所   属 ：中部支部 

代 表 者 ： 中山 好美                 指 導 者 ：高林 美穂（アマ） 

演 技 種 目 ： チャチャチャ・ルンバ           演 技 形 式：フォーメーション 

入場行進曲 ： 必要               退場行進曲 ：必要 

プロフィール： ダンスはベーシックからを合言葉にして、清水区のハートピアで 

        土曜日熱い汗を流し楽しくレッスンを重ねています。 

        チャチャチャとルンバを発表させていただきますが、この中には 

        基本のステップがたくさん入っています。多勢の方の前で、いつも 

        のダンスが踊れるようがんばります。 

 

 リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名

中山 好美 中山 薫 望月 久史 望月 治美 藤山 信之 高林 美穂 

佐藤 正好 大石 良子 岩田 雅義 望月 信子 高林 寿一 横田 八重子 

増田 勝志 望月 トミエ 岡 知令 藤山 久枝   

 



★３－９ 

サークル名 ： ＤＣレザン             所   属 ：中部支部 

代 表 者 ： 高橋 雅子                   指 導 者  ： 

演 技 種 目 ： スタンダードメドレー         演 技 形 式：フォーメーション 

入場行進曲 ： 不要                退場行進曲 ：不要 

プロフィール： 新会員によります、初めてのスタンダードフォーメーションです。 

        各クラスはりきって練習してきました。未熟なままですがよろしく 

        お願いします。 

 

 リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名

高橋 勝男 相曽 照子 丸野 智男 長谷川 美保 管 圭司 管 花子 

川井 敏久 菅原 玲子 三村 秀典 萩原 冴子 土居 浩 萩野 和枝 

小長井 孝平 馬飼野 富子 中澤 勇 吉田 由美子 海野 和彦 池谷 万起子

石川 正博 湯澤 博子 小長井 徹 小長井 幸子 小野田 進 太田 侑希 

 

 

★３－１０ 

サークル名 ： ＯＳ７（柿田川、バイカモ）   所   属 ：東部支部 

代 表 者 ： 大島 喜六              指 導 者 ：大島 喜六、杉田 紘江（アマ） 

演 技 種 目 ： タンゴ                  演 技 形 式：トライアル 

入場行進曲 ： 不要              退場行進曲 ：不要 

プロフィール： ドレス新調してのタンゴです 

        毎年行われる大舞踏会を楽しみにしています。発表となると緊張しますが 

        最後のフィニッシュがそろえばいいと思っています。 

 

リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名

岩村 政栄 原 良江 細野 秀雄 近 千恵子 杉田 尚 関 ゑみ子 

鳥澤 効生 和久 エミ子 山浦 国男 岡部 恵子 河辺 哲彦 渡辺 和子 

大城 敏夫 薬袋 幸江     

 

 

★３－１１ 

サークル名 ： ＮＳＳ            所   属 ：中部支部 

代 表 者 ： 飯塚 直和            指 導 者 ：鷲巣 裕司、鷲巣 瑞代（アマ） 

演 技 種 目 ： ワルツ                  演 技 形 式：フォーメーション 

入場行進曲 ： 必要             退場行進曲 ：必要 

プロフィール： 今年もまた「大舞踏会」で踊れることが出来ました。 

        元気で感情を込めて踊ります。 

        皆さんご声援をよろしくお願いします。 

 

リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名

大村 清 伊藤 眞理子 丸尾 茂生 戸塚 佐知子 安心院 透 稲垣 貴子 

斉藤 光雄 安心院 啓子 亀山 正幸 角入 攝 天野 章 池 ちづ子 

大長 実 大長 恒子 小泉 幸雄 鈴木 みつ子 小野田 善保 後藤 千津子 

亀山 金平 坂井 美智枝 田辺 友信 川路 訓子 武田 晴州 佐藤 のり子 

岸端 隆 岸端 芳美 鈴木 実 大石 真由美 森本 嘉一 藤山 久枝 

杉山 和久 片山 シノ     

 

 



★ ３－１２ 

サークル名 ： ダンシング・グレース       所   属 ：中部支部 

代 表 者 ： 稲垣 由明                 指 導 者 ： 

演 技 種 目 ： スローフォックストロット・ワルツ  演 技 形 式： 

入場行進曲 ：                   退場行進曲 ： 

プロフィール： ダンシング・グレースです。私たちはフォーメーションを主体にし、とても 

        ユーモアの持主であります服部まさし先生の元で、時には笑いを混じえな 

        がら、言葉、動きを全身で覚え、日々練習に励んでおります。 

        が、ご覧の通り平均年令は６０ウン才！ 一人々の努力はもちろんですが 

        皆、心が一つになる事がフォーメーションの美しさだと考えています。 

        途中ハプニング等があるかもしれませんがお互いフォローしながら 

        この舞踏会を楽しみたいと思っております。 

      

 リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名

稲垣 由明 川口 千恵子 水野 敏明 水野 智子 大庭 仁 大庭 一枝 

稲垣 輝治 辻 文子 鈴木 邦夫 鈴木 智恵子 服部 道夫 河野 晴江 

佐野 晶親 近藤 訓子 赤井 康男 赤井 かや子   

 

 

 

★３－１３ 

サークル名 ： 浜松ＤＳＣモア        所   属 ：西部支部 

代 表 者 ： 原田 末信               指 導 者 ：大沼元康、山添節子（アマ） 

演 技 種 目 ： ワルツ             演 技 形 式：フォーメーション 

入場行進曲 ： 必要             退場行進曲 ：必要 

プロフィール： 私達は、ダンススポーツの基本を重点に、又生涯スポーツとしての活動 

の場として、会員相互の親睦をはかりながら、毎週金曜日の出会いを楽し 

んでいます。又年齢層も３０代から７０代と巾が広いサークルです。 

今回は全員参加できず残念ですが一生懸命踊ります。 

 

リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名

原田 末信 原田 千乃 大林 唯夫 大林 みつ子 水口 勇 小池 けい子 

古川 太一郎 古川 妙子 三井 猛久 伊藤 弘子 桑山 誠一 外山 真理 

手嶋 通雄 鈴木 悦子 大沼 元康 山添 節子   

 

 

 

★３－１４ 

サークル名 ： ＤＭＣ葵             所   属 ：中部支部 

代 表 者 ： 渡辺 孝満                 指 導 者 ：渡辺 孝満（アマ） 

演 技 種 目 ：  ルンバ               演 技 形 式：フォーメーション 

入場行進曲 ：                  退場行進曲 ：必要 

プロフィール：  

リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名

相墨 純二 石神 もと子 杉山 昌弘 渕之上満喜子 石川 昭夫 遠藤 静子 

増田 英男 増田 淑子     

 

 

 

 



★３－１５ 

サークル名 ： ユース（金曜教室）      所   属 ：東部支部 

代 表 者 ： 柳川 正勝              指 導 者 ：寺田 豊司 小野寺幸子（アマ） 

演 技 種 目 ： タンゴ            演 技 形 式：フォーメーション 

入場行進曲 ：               退場行進曲 ： 

プロフィール： ４月より上級で始まったばかり、９月始めに出来上がったばかりです。 

        不安もありますが一生懸命踊ります。よろしくお願いします。 

 

リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名

末廣 才備 末廣 久美子 森川 和明 長谷川 和子 日吉 照郎 萩原 津由 

岡田 敏和 日吉 由起子 飯塚 昌宏 末永 玉枝 塚原 信夫 藤井 明子 

漆畑 与四郎 岡 さとみ 高田 光康 土屋 美代子 渡邉 敏明 一杉 正子 

岡 省三 芹沢 清美 久保田 元治 金子 泉 三沢 輝夫 野知 美恵子 

小川 新 芹沢 由紀子 寺田 豊司 杉山 よし江 栗田 隆弘 小野寺 幸子 

 

 

★３－１６ 

サークル名 ： 東益津ＤＣ           所   属 ：中部支部 

代 表 者 ： 牧野 正道                指 導 者 ：阿南 美千子（プロ） 

演 技 種 目 ： ワルツ                 演 技 形 式：フォーメーション 

入場行進曲 ： 不要               退場行進曲 ：不要 

プロフィール：  今年は新しい指導者をお迎えして 2年目となり、一緒に学ぶ仲間も増えました。 

        さらに１ランク上のダンスを目標として練習にはげんでいます。 

 

リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名

牧野 正道 海野 文代 山口 虎雄 新村 洋子 富田 憲二 小野田 桂子 

尾崎 司郎 鈴木 敏子 児玉 正幸 伊藤 精子 勝亦 成光 石川 育子 

松永 幸男 鈴木 美代子 川村 亘 増田 昌子   

 

 

 

★３－１７ 

サークル名 ： ＤＣミカ（日曜クラブ）     所   属 ：中部支部 

代 表 者 ： 海野 美代子              指 導 者 ：中込 悟（プロ） 

演 技 種 目 ： スタンダードメドレー        演 技 形 式：フォーメーション 

入場行進曲 ： 必要               退場行進曲 ：必要 

プロフィール：  

 

 リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名

竹下 昌宏 平野 光子 佐藤 清蔵 佐藤 美智子 平井 宏明 平井 由美子 

菊池 行雄 三村 久枝 山本 清 山村 裕子 小山 茂樹 小山 皓江 

牧野 康雄 柴山 典代 吉沢 登 莊田 ふみ子 寺尾 勉 中村 恵子 

植田 英之 植田 加奈子 田崎 秀樹 名波 八千代   

 
 

 

 

 

 



★３－１８ 

サークル名 ： ドリーム           所   属 ：東部支部 

代 表 者 ： 野田 章            指 導 者 ：小松 惟宏（プロ） 

演 技 種 目 ： ルンバ           演 技 形 式：フォーメーション 

入場行進曲 ： 必要             退場行進曲 ：必要 

プロフィール： 私たちドリームは、水曜日と木曜日にレッスンをしています。 

        今日は、少し人数が少ないのですが頑張って踊ります。  

        応援おねがいいたします。 

      

 リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名 リーダー名 パートナー名

野田 章 福川 美津子 増田 勝文 岩田 玲子 山田 一男 川原 昌子 

岩崎 文昭 島田 由美子 河崎 健吾 小山 美津子 玉西 千代子 飯塚 純子 

 

 

             ねんりんピック代表選手紹介 
 
       開催日 平成２２年１０月１０日 （日）   
          場 所 石川県金沢市 
 
       静岡県代表         監督：後藤 徹  

       選手：  

   種目 リーダー パートナー 

ワルツ 野口 誠 五老 和代 

タンゴ 黒岩 伸一 黒岩 秀子 

ルンバ 服部 潤佶 高橋 えみ子 

チャチャ 渡部 孝満 松山 静子 

 

       静岡市代表        監督：佐藤 清蔵  

       選手：  

   種目 リーダー パートナー 

ワルツ 竹下 昌宏 平野 光子 

タンゴ 山岸 昌彦 山岸 みどり 

ルンバ 平野 誠一郎 小林 芳枝 

チャチャ 吉沢 登 荘田 ふみ子 

 

        浜松市代表       監督：稲垣 照雄 

        選手：  

   種目 リーダー パートナー 

ワルツ 丸山 一 丸山由美子 

タンゴ 相曽 明 小池やす子 

ルンバ 鈴木 賢治 田代 孝子 

チャチャ 大澤 清 大澤 冨枝 

 



      　       個人演技発表（平服）
★チャチャチャ １組 ★チャチャチャ ２組
リーダ名 パートナー名 所属サークル リーダ名 パートナー名 所属サークル
相吉沢 敏昭 広瀬 幸枝 ｳｯﾌ 増田 善己 伊東 とま子 ｱﾘｴｯﾀ
岩村 政栄 藤井 かほる OS7(OS) 小林 金男 内野 和子 ODC
大城 敏夫 薬袋 幸江 OS7(柿田川ﾊﾞｲｶﾓ) 江尻 進 江尻 由美 浜松DSC富塚
大林 唯夫 原田 千乃 浜松DSCﾓｱ 松本 豊成 海老名 佐那映 ODC
大村 清 安心院 啓子 NSS 矢本 五月 大竹 やすよ OS7(DSS21)
岡 省三 芹沢 清美 ﾕｰｽ 鳥澤 効生 岡部 恵子 OS7(柿田川ﾊﾞｲｶﾓ)
片瀬 隆広 岩崎 久子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 新村 素生 片山 恭子 ｻｰｸﾙ木蓮
河崎 健吾 川原 昌子 ﾄﾞﾘｰﾑ 榑林 五郎 榑林 道江 ﾀﾞﾝｽﾒｲﾂ
神田 勝史 井柳 桐子 OS7(いちご) 小川 新 末永 玉枝 ﾕｰｽ
久保田 元治 長谷川 和子 ﾕｰｽ 立川 久 杉田 はる美 ﾏｲﾄﾚDC
小池 良尚 福田 登美子 ﾀﾞﾝｽｻｰｸﾙF&B 勝山 東海廣 杉本 智惠子 双葉
酒井 宣幸 増田 かつ子 ﾓｱｰｽﾞ 高田 佳典 杉山 昌子 ｱﾘｴｯﾀ
下島 光雄 今村 秀子 金曜会DC 森本 嘉一 大長 恒子 NSS
杉山 鈴代 谷沢 恵子 DCﾃｨﾝｶｰﾍﾞﾙ 池田 誠治 高埜 ちほ DCﾚｻﾞﾝ
鈴木 俊明 菊岡 由美子 ﾕｰｽ 出木 優 武本 絹江 ｱﾘｴｯﾀ
鈴木 保幸 新村 まつえ ｻｰｸﾙ木蓮 中村 美恵子 塚本 公子 ｱﾘｴｯﾀ
武本 宜教 鈴木 佳子 ﾆｭｰﾌﾚﾝｽﾞ 天野 章 戸塚 佐知子 NSS
塚原 信夫 岡 さとみ ﾕｰｽ 細野 秀雄 長崎 美智子 OS7(姫しゃら)
土居 浩 湯澤 博子 DCﾚｻﾞﾝ 河辺 哲彦 長末 郁代 OS7(姫しゃら)
那珂 正明 清水 洋子 ｳｯﾌ 水野 清平 中村 絢子 ｶﾖｰﾊｰﾄ
野田 章 岩田 玲子 ﾄﾞﾘｰﾑ 野原 登喜夫 仁藤 敦代 DCﾎﾟﾋﾟｰ
長谷川 圭司 山田 伸枝 ﾀﾞﾝｽﾅｯﾂ 柴田 常久 橋本 みさ江 ﾀﾞﾝｽｻｰｸﾙF&B
平柳 正滋 苫米地 千世子 ﾕｰｽ 南 日智 福田 澄江 ｳｯﾌ
正田 茂彦 稲本 あさ子 ﾓｱｰｽﾞ 石川 正博 馬飼野 富子 DCﾚｻﾞﾝ
松下 信助 高埜 ちほ DCﾚｻﾞﾝ 鈴木 勝行 松本 すゑの ｻｰｸﾙﾋｰﾛ
三浦 賢吉 犬本 祐子 DCﾏｰｶﾞﾚｯﾄ 鈴木 敏夫 茂津目 明美 浜松DSCｴｶﾞｵ
三津原 秀樹 高山 恵美子 金曜会DC 大津 和夫 山口 悦子 OS7(いちご)
望月 良晃 古谷 美智恵 ODC 平尾 守夫 山田 幸代 NSS
山浦 国男 原 良江 OS7(柿田川ﾊﾞｲｶﾓ) 北島 誠四郎 和仁 千枝子 ｳｯﾌ
山田 英二 小山 美津子 ｳｯﾌ 山口 純一 植木 彩智子 ｳｯﾌ
鷲巣 裕司 坂井 美智枝 NSS

★チャチャチャ ３組 ★チャチャチャ ４組
リーダ名 パートナー名 所属サークル リーダ名 パートナー名 所属サークル
大沼 元康 池沼 美智子 ﾚﾃﾞｨｰｽﾌﾛｰﾗ 水口 定夫 天谷 一美 ｳｯﾌ
山口 美代治 大石 美代子 DCﾋﾟｺ 大宮 明広 飯田 久美子 ｱﾘｴｯﾀ
杉田 尚 大津 すみ江 OS7(いちご) 河辺 哲彦 伊賀 みどり OS7(OS)
大和田 忠男 大和田 恵菜 OS7(DSS21) 植田 英之 植田 すみ江 追手ｸﾗﾌﾞ
加藤 保 加納 のり子 ﾀﾞﾝｽｻｰｸﾙF&B 武本 宣教 大沼 ヒサ子 ｾﾞﾛﾜﾝ
大石 悦男 紅林 伸枝 ﾀﾞﾝｽﾅｯﾂ 下島 光雄 小澤 一子 金曜会DC
久保田 元治 向坂 満智子 ﾕｰｽ 松下 守一 影山 佐和子 浜松DSCｴｶﾞｵ
鈴木 実 後藤 千津子 NSS 伏見 隆夫 勝又 あさ子 ﾆｭｰﾌﾚﾝｽﾞ
岩崎 文昭 島田 由美子 ﾄﾞﾘｰﾑ 佃 雅裕 北見 伸子 ｻｰｸﾙ木蓮
尾崎 司郎 新村 洋子 東益津DC 石川 栄三 清田 延子 ﾆｭｰﾌﾚﾝｽﾞ
飯塚 為司 杉本 衿子 DCｼﾞｮｲ 小長井 孝平 小長井 弥生 DCﾚｻﾞﾝ
田辺 友信 鈴木 俊江 ODC 佐野 晶親 近藤 訓子 ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞｸﾞﾚｰｽ
安田 武人 鈴木 とよ DCﾋﾟｺ 山本 清 重松 やすの DCｼﾞｮｲ
小山 美津子 関 裕子 ｳｯﾌ 杉山 喜伴 杉本 富江 島田月曜会
鳥澤 効生 高木 悦子 OS7(いちご) 栗田 隆弘 杉山 よし江 ﾕｰｽ
寺田 豊司 高柳 ふじ江 ﾕｰｽ 等々力 啓夫 竹本 博子 ｾﾞﾛﾜﾝ
真野 敏宏 只野 よし子 ｳｯﾌ 望月 義弘 館 弘子 ﾌﾚｯｼｭDC
軒山 辰夫 軒山 久江 DCﾏｰｶﾞﾚｯﾄ 日吉 照郎 土屋 美代子 ﾕｰｽ
武田 光司 平尾 栄子 ﾀﾞﾝｽｻｰｸﾙF&B 片瀬 隆広 豊島 淑子 ｶﾖｰﾊｰﾄ
松岡 昌彦 深澤 静江 ﾌﾚｯｼｭDC 渡井 邦賢 長橋 里子 ﾕｰｽ
黒柳 忠男 深沢 峯子 ODC 神田 勝史 中村 美智子 OS7(いちご)
矢本 五月 福島 和代 OS7(OS) 岡田 敏和 野知 美恵子 ﾕｰｽ
橋本 照夫 藤井 久恵 浜松DSCｴｶﾞｵ 住岡 定敬 橋本 久美子 浜松DSCｴｶﾞｵ
細見 賢二 細見 暁子 ﾓｱｰｽﾞ 永田 勝弘 増田 盛子 ODC
河辺 哲彦 宮崎 淑子 OS7(OS) 山岡 信行 松本 則子 DCﾋﾟｺ
柴田 修孝 望月 節子 DCﾃｨﾝｶｰﾍﾞﾙ 増田 勝文 水口 富美子 ｳｯﾌ
望月 久史 望月 トミエ ﾍﾞｰｼｯｸDSC 三津原 秀樹 三津原 美江子 金曜会DC
平谷 栄作 山下 厚子 ｻｰｸﾙｼﾞｭﾈｽ 鈴木 俊明 目黒 町子 ﾕｰｽ
三井 正男 山田 好子 DC10 大城 敏夫 渡辺 和子 OS7(柿田川ﾊﾞｲｶﾓ)
鈴木 聡明 吉村 茂子 DCﾐｶ 野田 章 森野 美里 ｳｯﾌ

相吉沢 敏昭 田中 真里子 ｳｯﾌ



      　       個人演技発表（平服）
★チャチャチャ ５組 ★チャチャチャ ６組
リーダ名 パートナー名 所属サークル リーダ名 パートナー名 所属サークル
水野 敏明 池ヶ谷 和子 ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞｸﾞﾚｰｽ 三津原 秀樹 相原 愛子 金曜会DC
鈴木 蜜生 井手 眞佐代 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ 橋本 宏 安藤 房子 DCﾚｻﾞﾝ
田辺 友信 伊藤 眞理子 NSS 小池 やす子 伊賀 すみ子 ﾚﾃﾞｨｰｽﾌﾛｰﾗ
杉田 尚 浦崎 由美子 OS7(いちご) 丸尾 茂生 池 ちづ子 NSS
中山 好美 大石 良子 ﾍﾞｰｼｯｸDSC 大沼 元康 池沼 美智子 浜松DSCｴｶﾞｵ
金原 俊明 大桑 律子 浜松DSCｴｶﾞｵ 山下 進 石川 幸子 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ
加藤 功 大場 ナミ子 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ 鈴木 俊明 茨木 静江 ﾕｰｽ
飯塚 為司 大森 久美子 DCｼﾞｮｲ 近藤 統之 植田 加奈子 追手ｸﾗﾌﾞ
鈴木 聡明 河島 寿子 DCﾐｶ 土居 浩 大塚 廣子 DCﾚｻﾞﾝ
矢本 五月 河辺 彩子 OS7(OS) 那珂 正明 岡本 早苗 ｳｯﾌ
鳥澤 効生 近 千恵子 OS7(柿田川ﾊﾞｲｶﾓ) 亀山 正幸 角入 攝 NSS
大石 猪佐雄 佐藤 桂子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 松下 信助 川崎 幸代 DCﾚｻﾞﾝ
橋本 一三 島津 加津代 ﾀﾞﾝｽｻｰｸﾙF&B 平野 舜策 栗田 節子 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ
高橋 勝男 菅原 玲子 DCﾚｻﾞﾝ 小野田 進 小長井 幸子 DCﾚｻﾞﾝ
伊藤 林三 杉山 昌子 ｱﾘｴｯﾀ 大和田 忠男 小柳 ヒサヨ OS7(DSS21)
安田 二郎 鈴木 由美江 浜松DSCｴｶﾞｵ 山浦 国男 財津 菊枝 OS7(いちご)
柴田 修孝 滝 幸子 DCﾃｨﾝｶｰﾍﾞﾙ 武田 晴州 坂井 美智枝 NSS
黒柳 忠男 田中 幸子 ODC 吉沢 英輔 佐藤 悦子 DCﾃｨﾝｶｰﾍﾞﾙ
河辺 哲彦 中村 孝子 OS7(OS) 杉山 和夫 杉山 裕美 ｱﾘｴｯﾀ
松本 豊成 萩原 吟子 ODC 鈴木 実 鈴木 みつ子 NSS
小川 新 一杉 正子 ﾕｰｽ 島田 智嘉 芹澤 都 ﾆｭｰﾌﾚﾝｽﾞ
寺尾 勉 平井 由美子 DCｸﾚｼｪﾝﾄﾞ 間 太輔 高橋 雅子 DCﾚｻﾞﾝ
増田 英雄 増田 淑子 DCﾏｰｶﾞﾚｯﾄ 久保田 元治 滝川 幸子 ﾕｰｽ
平谷 栄作 松井 喜代子 ｻｰｸﾙｼﾞｭﾈｽ 岩瀬 信一郎 田代 せい子 ﾀﾞﾝｽﾒｲﾂ
大村 清 松平 妃佐子 ODC 大城 敏夫 土屋 克子 OS7(いちご)
武藤 博哉 武藤 千秋 ｳｯﾌ 池ケ谷 鎌司 長島 雪江 ODC
小森 将博 村松 千鶴子 ﾕｰｽ 田辺 友信 中野 広子 ODC
細野 秀雄 山崎 ミサ子 OS7(OS) 能勢 謙次朗 福田 登美子 ﾀﾞﾝｽｻｰｸﾙF&B
山口 虎雄 山田 はる 東益津DC 望月 久史 横田 八重子 ﾍﾞｰｼｯｸDSC
大津 和夫 和久 エミ子 OS7(柿田川ﾊﾞｲｶﾓ) 本澤 繁男 若林 信子 ﾆｭｰﾌﾚﾝｽﾞ

★チャチャチャ ７組 ★ルンバ １組
リーダ名 パートナー名 所属サークル リーダ名 パートナー名 所属サークル
山口 純一 浅沼 むつ子 ｳｯﾌ 相吉沢 敏昭 福田 澄江 ｳｯﾌ
重冨 守夫 井口 澄子 ｻｰｸﾙ木蓮 伊藤 林三 近藤 ユウ子 ｱﾘｴｯﾀ
増田 善己 池内 直美 ｱﾘｴｯﾀ 植松 猛 小川 陽子 DCﾏｰｶﾞﾚｯﾄ
杉山 龍次 池田 紀子 ｳｯﾌ 大城 信昭 茂津目 明美 浜松DSCｴｶﾞｵ
鳥澤 効生 石川 八重子 OS7(いちご) 大和田 忠男 大竹 やすよ OS7(DSS21)
森野 輝子 遠藤 千絵 ｳｯﾌ 小川 汎丘 犬本 祐子 DCﾏｰｶﾞﾚｯﾄ
水野 清平 大澤 清美 ﾏｲﾄﾚDC 加藤 功 大場 ナミ子 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ
古橋 康弘 大橋 節子 ｻｰｸﾙ木蓮 北島 誠四郎 清水 洋子 ｳｯﾌ
河辺 哲彦 加藤 逸子 OS7(OS) 栗田 隆弘 小野寺 幸子 ﾕｰｽ
高田 佳典 川口 三枝子 ｱﾘｴｯﾀ 後藤 徹 後藤 光子 追手ｸﾗﾌﾞ
榑林 五郎 京 照子 ﾀﾞﾝｽﾒｲﾂ 重冨 守夫 北見 伸子 ｻｰｸﾙ木蓮
小長井 徹 小長井 幸子 DCﾚｻﾞﾝ 杉田 尚 福島 和代 OS7(OS)
中村 美恵子 小森 優子 ｱﾘｴｯﾀ 杉山 昌弘 増田 恵子 DMC葵
石川 栄三 庄司 秀子 ﾆｭｰﾌﾚﾝｽﾞ 鈴木 啓一郎 森井 利江 DCﾋﾟｺ
出木 優 鈴木 公子 ｱﾘｴｯﾀ 芹沢 良光 塚田 美智子 ﾋﾞｴﾝﾅ
青山 寿雄 鈴木 正子 DC10 高田 光康 金子 泉 ﾕｰｽ
小川 校敬 鈴木 裕子 ODC 武田 光司 平尾 栄子 ﾀﾞﾝｽｻｰｸﾙF&B
鈴木 敏夫 田中 初枝 浜松DSCｴｶﾞｵ 堤 清紘 目黒 町子 ﾕｰｽ
片野 進 塚田 美智子 ﾋﾞｴﾝﾅ 富田 憲二 新村 洋子 東益津DC
大宮 明広 塚本 公子 ｱﾘｴｯﾀ 西村 進 青木 正子 DCｼﾞｮｲ
山本 善鋪 長島 雪江 ODC 橋本 一三 島津 加津代 ﾀﾞﾝｽｻｰｸﾙF&B
平井 宏明 中村 恵子 DCｸﾚｼｪﾝﾄﾞ 福田 義人 宇田 まゆみ ﾋﾞｴﾝﾅ
海野 和彦 萩野 和枝 DCﾚｻﾞﾝ 本澤 繁男 庄司 秀子 ﾆｭｰﾌﾚﾝｽﾞ
野武 信章 橋本 きよ子 ﾋﾞｴﾝﾅ 三浦 賢吉 坂本 美代子 DCﾏｰｶﾞﾚｯﾄ
菊岡 洋三 平柳 重子 ﾕｰｽ 美和 とみ子 小野田 好代 ﾚﾃﾞｨｰｽﾌﾛｰﾗ
大竹 洋一 深澤 静江 ﾌﾚｯｼｭDC 山内 孝仁 佐藤 美智子 ｶﾖｰﾊｰﾄ
武本 宣教 堀江 ゆり子 ｾﾞﾛﾜﾝ 山口 美代治 山本 照代 金曜会DC
松原 秀夫 丸岡 千春 ｳｯﾌ 吉沢 一美 只野 よし子 ｳｯﾌ
下島 光雄 森川 よし江 金曜会DC
三津原 秀樹 山本 照代 金曜会DC



      　       個人演技発表（平服）
★ルンバ ２組 ★ルンバ ３組
リーダ名 パートナー名 所属サークル リーダ名 パートナー名 所属サークル
青山 寿雄 鈴木 正子 DC10 天野 章 坂井 美智枝 NSS
飯塚 為司 青木 正子 DCｼﾞｮｲ 石川 栄三 芹澤 都 ﾆｭｰﾌﾚﾝｽﾞ
石川 昭夫 竹田 幸江 DCﾏｰｶﾞﾚｯﾄ 岩田 雅義 岩崎 久子 ｶﾖｰﾊｰﾄ
岩崎 文昭 川原 昌子 ﾄﾞﾘｰﾑ 大宮 明広 塚本 公子 ｱﾘｴｯﾀ
江尻 進 江尻 由美 浜松DSC富塚 小川 昭夫 長橋 里子 ﾕｰｽ
大津 和夫 近 千恵子 OS7(柿田川ﾊﾞｲｶﾓ) 小川 汎丘 軒山 久江 DCﾏｰｶﾞﾚｯﾄ
岡田 敏和 小野寺 幸子 ﾕｰｽ 片野 進 塩澤 直美 ﾋﾞｴﾝﾅ
小野田 善保 山田 幸代 NSS 間 太輔 高橋 雅子 DCﾚｻﾞﾝ
川井 敏久 菅原 玲子 DCﾚｻﾞﾝ 黒柳 忠男 長島 雪江 ODC
小長井 徹 萩野 和枝 DCﾚｻﾞﾝ 佐藤 清蔵 鈴木 光 ｶﾖｰﾊｰﾄ
島田 智嘉 鈴木 佳子 ﾆｭｰﾌﾚﾝｽﾞ 庄司 正良 杉山 裕美 ｱﾘｴｯﾀ
杉原 唯夫 重松 やすの DCｼﾞｮｲ 杉山 和夫 小森 優子 ｱﾘｴｯﾀ
杉山 友二 杉山 時子 ｽﾊﾟｲﾗﾙ 鈴木 英一 堀 扶起子 ｶﾖｰﾊｰﾄ
鈴木 俊明 高柳 ふじ江 ﾕｰｽ 鈴木 実 鈴木 裕子 ODC
田中 照代 松本 すゑの ｻｰｸﾙﾋｰﾛ 高橋 勝男 長谷川 美保 DCﾚｻﾞﾝ
寺尾 勉 山村 裕子 DCｸﾚｼｪﾝﾄﾞ 武田 淳 花井 福 DCﾏｰｶﾞﾚｯﾄ
那珂 正明 田中 真里子 ｳｯﾌ 田辺 友信 松平 妃佐子 ODC
能勢 謙次朗 小池 やす子 ﾀﾞﾝｽｻｰｸﾙF&B 寺田 豊司 長谷川 和子 ﾕｰｽ
長谷川 圭司 山田 伸枝 ﾀﾞﾝｽﾅｯﾂ 中村 美恵子 近藤 ユウ子 ｱﾘｴｯﾀ
古橋 康弘 片山 恭子 ｻｰｸﾙ木蓮 野武 信章 石井 煕子 ﾋﾞｴﾝﾅ
牧野 正道 山田 はる 東益津DC 平野 舜策 石川 幸子 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ
増田 英雄 坂本 美代子 DCﾏｰｶﾞﾚｯﾄ 細野 秀雄 岡部 恵子 OS7(柿田川ﾊﾞｲｶﾓ)
町井 喬 大桑 律子 浜松DSCｴｶﾞｵ 増田 善己 伊東 とま子 ｱﾘｴｯﾀ
水野 清平 高木 洋子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 松原 秀夫 天谷 一美 ｳｯﾌ
望月 義弘 館 弘子 ﾌﾚｯｼｭDC 森野 輝子 水口 富美子 ｳｯﾌ
山岡 信行 大石 美代子 DCﾋﾟｺ 山口 美代治 百々 光世 DCﾋﾟｺ
山田 英二 和仁 千枝子 ｳｯﾌ 山本 善鋪 堀川 敏江 ODC
渡邉 敏明 一杉 正子 ﾕｰｽ 渡部 孝満 渕之上 満喜子 DMC葵

★ルンバ ４組 ★ルンバ ５組
リーダ名 パートナー名 所属サークル リーダ名 パートナー名 所属サークル
相吉沢 敏昭 杉山 和子 ｳｯﾌ 秋場 榮作 苫米地 千世子 ﾕｰｽ
飯沼 義男 水野 裕子 ﾏｲﾄﾚDC 石川 昭夫 増田 淑子 DCﾏｰｶﾞﾚｯﾄ
伊藤 林三 小森 優子 ｱﾘｴｯﾀ 岩瀬 信一郎 京 照子 ﾀﾞﾝｽﾒｲﾂ
植松 猛 植松 さよ子 DCﾏｰｶﾞﾚｯﾄ 大石 猪佐雄 豊島 淑子 ｶﾖｰﾊｰﾄ
大城 敏夫 宮崎 淑子 OS7(OS) 大坪 義朗 大坪 悦子 DCﾐｶ
大竹 洋一 深澤 静江 ﾌﾚｯｼｭDC 大宮 明広 飯田 久美子 ｱﾘｴｯﾀ
大和田 忠男 大和田 恵菜 OS7(DSS21) 岡田 敏和 末永 玉枝 ﾕｰｽ
加藤 衛 大島 雅世 ﾕｰｽ 小野田 善保 伊藤 眞理子 NSS
金原 俊明 藤井 久恵 浜松DSCｴｶﾞｵ 川口 信一 佐藤 法代 ﾕｰｽ
小長井 孝平 小長井 弥生 DCﾚｻﾞﾝ 榑林 五郎 杉山 光恵 ﾀﾞﾝｽﾒｲﾂ
柴田 常久 島津 加津代 ﾀﾞﾝｽｻｰｸﾙF&B 小森 将博 向坂 満智子 ﾕｰｽ
杉田 尚 藤井 かほる OS7(OS) 佐藤 正好 大石 良子 ﾍﾞｰｼｯｸDSC
杉山 昌弘 石神 もと子 DMC葵 杉本 晃 杉本 耀子 DCｱﾘｽ
鈴木 信治 佐藤 美智子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 杉山 喜伴 杉本 富江 島田月曜会
芹沢 良光 石井 煕子 ﾋﾞｴﾝﾅ 鈴木 俊明 平柳 重子 ﾕｰｽ
出木 優 武本 絹江 ｱﾘｴｯﾀ 高田 佳典 川口 三枝子 ｱﾘｴｯﾀ
富田 憲二 伊藤 精子 東益津DC 田辺 友信 増田 美支子 ODC
軒山 辰夫 軒山 久江 DCﾏｰｶﾞﾚｯﾄ 寺田 鉱一 滝 幸子 DCﾃｨﾝｶｰﾍﾞﾙ
橋本 宏 湯澤 博子 DCﾚｻﾞﾝ 野田 章 水口 富美子 ｳｯﾌ
藤山 信之 藤山 久枝 ﾍﾞｰｼｯｸDSC 林 静夫 木内 陽子 ﾕｰｽ
前沢 和文 鈴木 ゆみか DCﾐｶ 星谷 清重 荒井 道子 ﾕｰｽ
増田 英雄 花井 福 DCﾏｰｶﾞﾚｯﾄ 正田 茂彦 長谷川 副子 ﾓｱｰｽﾞ
三浦 賢吉 青木 正美 DCﾏｰｶﾞﾚｯﾄ 松岡 昌彦 松岡 喜代子 ﾌﾚｯｼｭDC
三井 正男 山田 好子 DC10 水野 清平 中村 絢子 ｶﾖｰﾊｰﾄ
武藤 博哉 森野 美里 ｳｯﾌ 森川 和明 末廣 久美子 ﾕｰｽ
山浦 国男 土屋 克子 OS7(いちご) 山口 純一 池田 紀子 ｳｯﾌ
山口 美代治 小澤 一子 金曜会DC 山田 英二 遠藤 千絵 ｳｯﾌ
吉沢 英輔 谷沢 恵子 DCﾃｨﾝｶｰﾍﾞﾙ 渡部 孝満 増田 恵子 DMC葵



      　       個人演技発表（平服）
★ルンバ ６組 ★ルンバ ７組
リーダ名 パートナー名 所属サークル リーダ名 パートナー名 所属サークル
安藤 国治 鈴木 ゆみか DCﾐｶ 青木 丈 青木 正美 DCﾏｰｶﾞﾚｯﾄ
石川 正博 吉田 由美子 DCﾚｻﾞﾝ 池ケ谷 鎌司 滝浪 澄子 ODC
大城 敏夫 財津 菊枝 OS7(いちご) 稲垣 輝治 辻 文子 ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞｸﾞﾚｰｽ
小川 校敬 中野 広子 ODC 岩田 雅義 滝本 民江 ｶﾖｰﾊｰﾄ
勝亦 成光 大石 夕起子 東益津DC 宇佐美 清 内野 和子 ODC
神田 勝史 高木 悦子 OS7(いちご) 大津 和夫 浦崎 由美子 OS7(いちご)
小池 良尚 平尾 栄子 ﾀﾞﾝｽｻｰｸﾙF&B 大沼 元康 井手 賀代子 ﾚﾃﾞｨｰｽﾌﾛｰﾗ
柴田 修孝 杉山 鈴代 DCﾃｨﾝｶｰﾍﾞﾙ 岡 省三 杉山 よし江 ﾕｰｽ
下島 光雄 山村 洋子 金曜会DC 尾崎 司郎 増田 昌子 東益津DC
白壁 稔 渡辺 英子 ﾕｰｽ 加藤 保 福田 登美子 ﾀﾞﾝｽｻｰｸﾙF&B
杉山 和久 鈴木 志津子 NSS 金原 俊明 橋本 久美子 浜松DSCｴｶﾞｵ
鈴木 修實 小永井 裕子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 小長井 孝平 大塚 廣子 DCﾚｻﾞﾝ
鈴木 実 黒沢 峯子 ODC 杉田 尚 長崎 美智子 OS7(姫しゃら)
高林 寿一 大石 良子 ﾍﾞｰｼｯｸDSC 杉山 昌弘 遠藤 静子 DMC葵
塚原 信夫 萩原 津由 ﾕｰｽ 鈴木 聡明 吉村 茂子 DCﾐｶ
土居 浩 萩野 和枝 DCﾚｻﾞﾝ 芹沢 良光 宇田 まゆみ ﾋﾞｴﾝﾅ
那珂 正明 植木 彩智子 ｳｯﾌ 出木 優 塚本 公子 ｱﾘｴｯﾀ
中村 美恵子 小森 優子 ｱﾘｴｯﾀ 鳥澤 効生 関 ゑみ子 OS7(柿田川ﾊﾞｲｶﾓ)
野武 信章 塚田 美智子 ﾋﾞｴﾝﾅ 軒山 辰夫 牧田 たけ江 DCﾏｰｶﾞﾚｯﾄ
平柳 正滋 菊岡 由美子 ﾕｰｽ 橋本 宏 馬飼野 富子 DCﾚｻﾞﾝ
細野 秀雄 原 良江 OS7(柿田川ﾊﾞｲｶﾓ) 藤山 信之 高林 美穂 ﾍﾞｰｼｯｸDSC
増田 善己 飯田 久美子 ｱﾘｴｯﾀ 牧田 光史 北川 暢子 ｶﾖｰﾊｰﾄ
松本 豊成 田中 幸子 ODC 増田 宏胤 吉田 陽子 DCﾐｶ
三津原 秀樹 森川 よし江 金曜会DC 御宿 博 山田 啓子 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ
森本 嘉一 安心院 啓子 NSS 望月 久史 中山 薫 ﾍﾞｰｼｯｸDSC
山口 美代治 鈴木 とよ DCﾋﾟｺ 山浦 国男 井柳 桐子 OS7(いちご)
矢本 五月 小柳 ヒサヨ OS7(DSS21) 山口 美代治 高山 恵美子 金曜会DC
渡辺 眞孝 丸山 るみ子 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ 吉沢 英輔 杉山 鈴代 DCﾃｨﾝｶｰﾍﾞﾙ

★ルンバ ８組 ★ルンバ ９組
リーダ名 パートナー名 所属サークル リーダ名 パートナー名 所属サークル
安心院 透 角入 攝 NSS 安藤 国治 江川 真寿美 DCﾐｶ
石川 昭夫 坂本 美代子 DCﾏｰｶﾞﾚｯﾄ 岩田 雅義 望月 信子 ﾍﾞｰｼｯｸDSC
市川 洋子 藤井 久恵 ﾚﾃﾞｨｰｽﾌﾛｰﾗ 大城 敏夫 石川 八重子 OS7(いちご)
岩瀬 信一郎 榑林 道江 ﾀﾞﾝｽﾒｲﾂ 大宮 明広 杉山 裕美 ｱﾘｴｯﾀ
大石 悦男 長谷川 富美絵 ﾀﾞﾝｽﾅｯﾂ 小川 新 一杉 正子 ﾕｰｽ
岡田 敏和 芹澤 由紀子 ﾕｰｽ 勝亦 成光 石川 育子 東益津DC
影山 佐和子 井手 賀代子 ﾚﾃﾞｨｰｽﾌﾛｰﾗ 神田 勝史 大津 すみ江 OS7(いちご)
河崎 健吾 岩田 玲子 ﾄﾞﾘｰﾑ 児玉 正幸 小野田 桂子 東益津DC
榑林 五郎 沢村 福子 ﾀﾞﾝｽﾒｲﾂ 佐藤 美智子 田中 千鶴子 ｶﾖｰﾊｰﾄ
小森 将博 高野 順子 ﾕｰｽ 新村 素生 大橋 節子 ｻｰｸﾙ木蓮
下島 光雄 三津原 美江子 金曜会DC 杉山 鈴代 佐藤 悦子 DCﾃｨﾝｶｰﾍﾞﾙ
杉山 和夫 武本 絹江 ｱﾘｴｯﾀ 鈴木 修實 鈴木 光 ｶﾖｰﾊｰﾄ
杉山 龍次 杉山 和子 ｳｯﾌ 鈴木 保幸 鈴木 孝枝 ｻｰｸﾙ木蓮
鈴木 蜜生 鈴木 常子 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ 高林 寿一 望月 トミエ ﾍﾞｰｼｯｸDSC
高田 佳典 杉山 昌子 ｱﾘｴｯﾀ 佃 雅裕 井口 澄子 ｻｰｸﾙ木蓮
武本 宜教 若林 信子 ﾆｭｰﾌﾚﾝｽﾞ 等々力 啓夫 古山 昭子 ｾﾞﾛﾜﾝ
田辺 友信 海老名 佐那映 ODC 中山 好美 横田 八重子 ﾍﾞｰｼｯｸDSC
寺田 鉱一 望月 節子 DCﾃｨﾝｶｰﾍﾞﾙ 野原 登喜夫 仁藤 敦代 DCﾎﾟﾋﾟｰ
永田 勝弘 黒柳 鉄子 ODC 福田 義人 橋本 きよ子 ﾋﾞｴﾝﾅ
野田 章 関 裕子 ｳｯﾌ 細見 賢二 正田 由巳加 ﾓｱｰｽﾞ
日吉 照郎 萩原 津由 ﾕｰｽ 増田 勝文 森野 美里 ｳｯﾌ
星谷 清重 茨木 静江 ﾕｰｽ 増田 善己 近藤 ユウ子 ｱﾘｴｯﾀ
松下 信助 川崎 幸代 DCﾚｻﾞﾝ 真野 敏宏 丸岡 千春 ｳｯﾌ
水野 清平 岩崎 博子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 南 日智 浅沼 むつ子 ｳｯﾌ
森川 和明 日吉 由規子 ﾕｰｽ 安田 二郎 藤井 久恵 浜松DSCｴｶﾞｵ
山口 虎雄 海野 文代 東益津DC 山口 美代治 池田 さかゑ DCﾋﾟｺ
山田 文博 堀江 ゆり子 ｾﾞﾛﾜﾝ 矢本 五月 中村 孝子 OS7(OS)
渡部 孝満 石神 もと子 DMC葵



      　       個人演技発表（平服）
★ルンバ １０組 ★ルンバ １１組
リーダ名 パートナー名 所属サークル リーダ名 パートナー名 所属サークル
青木 丈 軒山 久江 DCﾏｰｶﾞﾚｯﾄ 天野 章 鈴木 みつ子 NSS
池田 誠治 高埜 ちほ DCﾚｻﾞﾝ 石川 栄三 清田 延子 ﾆｭｰﾌﾚﾝｽﾞ
井上 敏郎 岩本 正子 ﾕｰｽ 岩瀬 信一郎 田代 せい子 ﾀﾞﾝｽﾒｲﾂ
海野 和彦 小長井 幸子 DCﾚｻﾞﾝ 大澤 弘叔 岩崎 博子 ﾏｲﾄﾚDC
大津 和夫 中村 美智子 OS7(いちご) 大林 唯夫 大林 みつ子 浜松DSCﾓｱ
岡 省三 野知 美恵子 ﾕｰｽ 岡田 敏和 滝川 幸子 ﾕｰｽ
小野田 進 馬飼野 富子 DCﾚｻﾞﾝ 片瀬 隆広 北川 暢子 ｶﾖｰﾊｰﾄ
亀山 正幸 稲垣 貴子 NSS 河辺 哲彦 河辺 彩子 OS7(OS)
栗田 恭之輔 稲本 あさ子 ﾓｱｰｽﾞ 榑林 五郎 束原 弘子 ﾀﾞﾝｽﾒｲﾂ
小長井 徹 吉田 由美子 DCﾚｻﾞﾝ 酒井 宣幸 細見 暁子 ﾓｱｰｽﾞ
島田 智嘉 勝又 あさ子 ﾆｭｰﾌﾚﾝｽﾞ 塩澤 廣己 伊藤 ちず子 ﾋﾞｴﾝﾅ
杉田 尚 長末 郁代 OS7(姫しゃら) 庄司 正良 鈴木 公子 ｱﾘｴｯﾀ
杉山 昌弘 渕之上 満喜子 DMC葵 杉山 和夫 近藤 ユウ子 ｱﾘｴｯﾀ
鈴木 聡明 河島 寿子 DCﾐｶ 鈴木 実 鈴木 志津子 NSS
高田 順一 後藤 千津子 NSS 高田 佳典 武本 絹江 ｱﾘｴｯﾀ
武本 宣教 大沼 ヒサ子 ｾﾞﾛﾜﾝ 田辺 友信 中村 サヤカ ODC
出木 優 池内 直美 ｱﾘｴｯﾀ 寺田 豊司 芹沢 清美 ﾕｰｽ
鳥澤 効生 薬袋 幸江 OS7(柿田川ﾊﾞｲｶﾓ) 永田 勝弘 鈴木 俊江 ODC
軒山 辰夫 小川 陽子 DCﾏｰｶﾞﾚｯﾄ 野田 章 武藤 千秋 ｳｯﾌ
橋本 宏 安藤 房子 DCﾚｻﾞﾝ 平谷 栄作 原田 千乃 ｻｰｸﾙｼﾞｭﾈｽ
藤山 信之 望月 トミエ ﾍﾞｰｼｯｸDSC 細野 秀雄 加藤 逸子 OS7(OS)
牧田 光史 佐藤 桂子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 増田 勝文 福川 美津子 ﾄﾞﾘｰﾑ
増田 保正 酒井 はま子 ﾓｱｰｽﾞ 松原 秀夫 広瀬 幸枝 ｳｯﾌ
水口 定夫 関 裕子 ｳｯﾌ 水野 敏明 池ヶ谷 和子 ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞｸﾞﾚｰｽ
望月 良晃 木口 真理子 ODC 森田 肇司 糸賀 眞理子 ﾓｱｰｽﾞ
山浦 国男 渡辺 和子 OS7(柿田川ﾊﾞｲｶﾓ) 山口 美代治 小関 操 DCﾋﾟｺ
山口 美代治 今村 秀子 金曜会DC 山本 清 平野 光子 DCｸﾚｼｪﾝﾄﾞ
渡井 邦賢 中村 立子 ﾕｰｽ 渡部 孝満 遠藤 静子 DMC葵

★ルンバ １２組 ★ワルツ １組
リーダ名 パートナー名 所属サークル リーダ名 パートナー名 所属サークル
飯塚 為司 杉本 衿子 DCｼﾞｮｲ 相吉沢 敏昭 岡本 早苗 ｳｯﾌ
伊藤 博 影山 佐和子 浜松DSCｴｶﾞｵ 池田 誠治 川崎 幸代 DCﾚｻﾞﾝ
岩村 政栄 伊賀 みどり OS7(OS) 岩瀬 信一郎 杉山 光恵 ﾀﾞﾝｽﾒｲﾂ
大城 敏夫 和久 エミ子 OS7(柿田川ﾊﾞｲｶﾓ) 植松 猛 植松 さよ子 DCﾏｰｶﾞﾚｯﾄ
大村 清 川路 訓子 NSS 大石 須美雄 小山 皓江 DCﾋﾟｺ
小川 汎丘 坂本 美代子 DCﾏｰｶﾞﾚｯﾄ 大津 和夫 関 ゑみ子 OS7(柿田川ﾊﾞｲｶﾓ)
勝山 東海廣 杉本 智惠子 双葉 岡 省三 芹沢 由紀子 ﾕｰｽ
神田 勝史 山口 悦子 OS7(いちご) 片野 進 宇田 まゆみ ﾋﾞｴﾝﾅ
児玉 正幸 鈴木 敏子 東益津DC 亀山 正幸 角入 攝 NSS
管 圭司 萩原 冴子 DCﾚｻﾞﾝ 神田 勝史 石川 八重子 OS7(いちご)
杉山 秀子 大庭 雅子 ｾﾞﾛﾜﾝ 久保田 元治 日吉 由規子 ﾕｰｽ
鈴木 英一 渡辺 光江 ｶﾖｰﾊｰﾄ 小山 茂樹 大石 美代子 DCﾋﾟｺ
鈴木 勝行 栗田 節子 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ 塩澤 廣己 塩澤 直美 ﾋﾞｴﾝﾅ
住岡 定敬 田中 初枝 浜松DSCｴｶﾞｵ 白壁 稔 渡辺 英子 ﾕｰｽ
竹下 昌宏 平井 由美子 DCｸﾚｼｪﾝﾄﾞ 杉山 昌弘 渕之上 満喜子 DMC葵
堤 清紘 茨木 静江 ﾕｰｽ 鈴木 啓一郎 森井 利江 DCﾋﾟｺ
等々力 啓夫 山田 八重子 ｾﾞﾛﾜﾝ 高田 光康 末永 玉枝 ﾕｰｽ
西村 進 大森 久美子 DCｼﾞｮｲ 武田 光司 福田 登美子 ﾀﾞﾝｽｻｰｸﾙF&B
袴田 長治 飯村 英子 ｼｬﾄﾞｰ 寺田 鉱一 杉山 鈴代 DCﾃｨﾝｶｰﾍﾞﾙ
福田 義人 伊藤 ちず子 ﾋﾞｴﾝﾅ 西嶋 一人 稲葉 けい子 ｷｬｯﾂｱｲ
細見 賢二 小ノ沢 峰子 ﾓｱｰｽﾞ 橋本 一三 橋本 みさ江 ﾀﾞﾝｽｻｰｸﾙF&B
増田 英雄 増田 淑子 DCﾏｰｶﾞﾚｯﾄ 日吉 照郎 萩原 津由 ﾕｰｽ
丸尾 茂生 奥塩 邦子 NSS 星谷 清重 石倉 由美子 ﾕｰｽ
南 日智 岡本 早苗 ｳｯﾌ 牧野 正道 海野 文代 東益津DC
安田 武人 松本 則子 DCﾋﾟｺ 松原 秀夫 関 裕子 ｳｯﾌ
山口 美代治 相原 愛子 金曜会DC 水口 定夫 森野 輝子 ｳｯﾌ
矢本 五月 山崎 ミサ子 OS7(OS) 南 日智 広瀬 幸枝 ｳｯﾌ

森田 肇司 藤井 幸恵 ﾓｱｰｽﾞ
山崎 善一 深沢 峯子 ODC
吉沢 一美 天谷 一美 ｳｯﾌ
服部 道夫 河野 晴江 ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞｸﾞﾚｰｽ



      　       個人演技発表（平服）
★ワルツ ２組 ★ワルツ ３組
リーダ名 パートナー名 所属サークル リーダ名 パートナー名 所属サークル
秋場 榮作 苫米地 千世子 ﾕｰｽ 飯田 源一 向坂 満智子 ﾕｰｽ
伊藤 林三 川口 三枝子 ｱﾘｴｯﾀ 岩崎 文昭 福川 美津子 ﾄﾞﾘｰﾑ
岩田 雅義 望月 信子 ﾍﾞｰｼｯｸDSC 岩村 政栄 宮崎 淑子 OS7(OS)
海野 和彦 湯澤 博子 DCﾚｻﾞﾝ 大石 猪佐雄 大滝 好子 ｶﾖｰﾊｰﾄ
大澤 弘叔 小永井 裕子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 大城 信昭 田中 初枝 浜松DSCｴｶﾞｵ
大林 唯夫 大林 みつ子 浜松DSCﾓｱ 大和田 忠男 大竹 やすよ OS7(DSS21)
岡田 敏和 末廣 久美子 ﾕｰｽ 小野田 善保 池 ちづ子 NSS
勝又 勇 長橋 里子 ﾕｰｽ 加藤 保 加納 のり子 ﾀﾞﾝｽｻｰｸﾙF&B
河辺 哲彦 河辺 彩子 OS7(OS) 川村 亘 河村 まり子 東益津DC
岸端 隆 岸端 芳美 ODC 久保田 元治 芹沢 清美 ﾕｰｽ
桑山 誠一 外山 真理 浜松DSCﾓｱ 小森 将博 佐藤 法代 ﾕｰｽ
近藤 統之 植田 加奈子 追手ｸﾗﾌﾞ 佐藤 清蔵 望月 裕子 ｶﾖｰﾊｰﾄ
柴田 修孝 谷沢 恵子 DCﾃｨﾝｶｰﾍﾞﾙ 下島 光雄 高山 恵美子 金曜会DC
杉田 尚 藤井 かほる OS7(OS) 杉山 和久 戸塚 佐知子 NSS
鈴木 勇 服部 恒子 DCﾐｶ 鈴木 修實 春川 朝子 ｶﾖｰﾊｰﾄ
鈴木 俊明 目黒 町子 ﾕｰｽ 鈴木 保幸 北見 伸子 ｻｰｸﾙ木蓮
高田 光康 藤井 明子 ﾕｰｽ 高林 寿一 藤山 久枝 ﾍﾞｰｼｯｸDSC
田辺 友信 中村 サヤカ ODC 手嶋 通雄 鈴木 悦子 浜松DSCﾓｱ
寺田 豊司 村松 千鶴子 ﾕｰｽ 那珂 正明 池田 紀子 ｳｯﾌ
西村 進 重松 やすの DCｼﾞｮｲ 野武 信章 宇田 まゆみ ﾋﾞｴﾝﾅ
林 静夫 木内 陽子 ﾕｰｽ 原田 末信 山下 厚子 ｻｰｸﾙｼﾞｭﾈｽ
福田 義人 石井 煕子 ﾋﾞｴﾝﾅ 古橋 康弘 井口 澄子 ｻｰｸﾙ木蓮
細見 賢二 長谷川 副子 ﾓｱｰｽﾞ 牧田 光史 北川 暢子 ｶﾖｰﾊｰﾄ
増田 保正 稲本 あさ子 ﾓｱｰｽﾞ 松永 幸男 伊藤 精子 東益津DC
丸野 智男 萩原 冴子 DCﾚｻﾞﾝ 御宿 博 御宿 とみゑ ｻｰｸﾙﾋｰﾛ
三井 正男 鈴木 正子 DC10 三津原 秀樹 三津原 美江子 金曜会DC
望月 久史 大石 良子 ﾍﾞｰｼｯｸDSC 森川 和明 小野寺 幸子 ﾕｰｽ
山浦 国男 岡部 恵子 OS7(柿田川ﾊﾞｲｶﾓ) 山口 純一 武藤 千秋 ｳｯﾌ
山田 文博 近藤 和子 ｾﾞﾛﾜﾝ 山本 善鋪 黒柳 鉄子 ODC
鷲巣 裕司 戸塚 佐知子 NSS 渡部 孝満 渕之上 満喜子 DMC葵

★ワルツ ４組 ★ワルツ ５組
リーダ名 パートナー名 所属サークル リーダ名 パートナー名 所属サークル
相吉沢 敏昭 只野 よし子 ｳｯﾌ 安心院 透 奥塩 邦子 NSS
石川 昭夫 青木 正美 DCﾏｰｶﾞﾚｯﾄ 伊藤 林三 杉山 昌子 ｱﾘｴｯﾀ
岩瀬 信一郎 束原 弘子 ﾀﾞﾝｽﾒｲﾂ 岩村 政栄 伊賀 みどり OS7(OS)
宇佐美 清 内野 和子 ODC 海野 和彦 吉田 由美子 DCﾚｻﾞﾝ
大石 須美雄 森井 利江 DCﾋﾟｺ 大澤 弘叔 豊島 淑子 ｶﾖｰﾊｰﾄ
大津 和夫 和久 エミ子 OS7(柿田川ﾊﾞｲｶﾓ) 大町 豊 高橋 雅子 DCﾚｻﾞﾝ
岡 省三 日吉 由規子 ﾕｰｽ 岡田 敏和 高柳 ふじ江 ﾕｰｽ
片野 進 塩澤 直美 ﾋﾞｴﾝﾅ 勝又 勇 村松 千鶴子 ﾕｰｽ
川井 敏久 相曽 照子 DCﾚｻﾞﾝ 河辺 哲彦 小柳 ヒサヨ OS7(DSS21)
神田 勝史 井柳 桐子 OS7(いちご) 北島 誠四郎 北島 ますみ ｳｯﾌ
栗田 恭之輔 増田 かつ子 ﾓｱｰｽﾞ 児玉 正幸 増田 昌子 東益津DC
小山 茂樹 百々 光世 DCﾋﾟｺ 佐藤 清蔵 鈴木 光 ｶﾖｰﾊｰﾄ
重冨 守夫 重富 美代子 ｻｰｸﾙ木蓮 島田 智嘉 勝呂 康子 ﾆｭｰﾌﾚﾝｽﾞ
新村 素生 新村 まつえ ｻｰｸﾙ木蓮 杉原 唯夫 大森 久美子 DCｼﾞｮｲ
杉山 昌弘 増田 恵子 DMC葵 鈴木 英一 高木 洋子 ｶﾖｰﾊｰﾄ
鈴木 信治 大滝 好子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 鈴木 俊明 渡辺 英子 ﾕｰｽ
高田 光康 末廣 久美子 ﾕｰｽ 高田 光康 松尾 しげみ ﾕｰｽ
武田 晴州 佐藤 のり子 NSS 田辺 友信 増田 美支子 ODC
寺田 豊司 飯田 洋子 ﾕｰｽ 土居 浩 西ヶ谷 広美 DCﾚｻﾞﾝ
西嶋 一人 篠原 三七子 ｷｬｯﾂｱｲ 能勢 謙次朗 加納 のり子 ﾀﾞﾝｽｻｰｸﾙF&B
橋本 照夫 橋本 久美子 浜松DSCｴｶﾞｵ 林 静夫 目黒 町子
平柳 正滋 大南 よし江 ﾕｰｽ 伏見 隆夫 清田 延子 ﾆｭｰﾌﾚﾝｽﾞ
細野 秀雄 近 千恵子 OS7(柿田川ﾊﾞｲｶﾓ) 堀江 義昭 山田 八重子 ｾﾞﾛﾜﾝ
正田 茂彦 正田 由巳加 ﾓｱｰｽﾞ 町井 喬 藤井 久恵 浜松DSCｴｶﾞｵ
松本 豊成 海老名 佐那映 ODC 三浦 賢吉 坂本 美代子 DCﾏｰｶﾞﾚｯﾄ
水野 清平 佐藤 桂子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 三津原 秀樹 相原 愛子 金曜会DC
南 日智 田中 真里子 ｳｯﾌ 望月 久史 望月 治美 ﾍﾞｰｼｯｸDSC
安田 武人 小関 操 DCﾋﾟｺ 山浦 国男 中村 美智子 OS7(いちご)
山下 進 丸山 るみ子 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ 山本 清 青木 正子 DCｼﾞｮｲ
吉沢 英輔 滝 幸子 DCﾃｨﾝｶｰﾍﾞﾙ 渡邉 敏明 一杉 正子 ﾕｰｽ



      　       個人演技発表（平服）
★ワルツ ６組 ★ワルツ ７組
リーダ名 パートナー名 所属サークル リーダ名 パートナー名 所属サークル
飯沼 義男 青地 智子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 青木 丈 青木 正美 DCﾏｰｶﾞﾚｯﾄ
岩瀬 信一郎 京 照子 ﾀﾞﾝｽﾒｲﾂ 石川 善久 鈴木 常子 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ
植田 英之 植田 すみ江 追手ｸﾗﾌﾞ 岩田 雅義 岩崎 久子 ｶﾖｰﾊｰﾄ
大石 猪佐雄 水野 裕子 ﾏｲﾄﾚDC 漆畑 与四郎 岡 さとみ ﾕｰｽ
大竹 洋一 館 弘子 ﾌﾚｯｼｭDC 大沢 勝興 岩本 正子 ﾕｰｽ
大和田 忠男 永岡 美津子 OS7(DSS21) 大坪 義朗 大坪 悦子 DCﾐｶ
片瀬 隆広 大滝 好子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 岡田 敏和 木内 陽子 ﾕｰｽ
狩野 敦 大澤 清美 ｶﾖｰﾊｰﾄ 片野 進 橋本 きよ子 ﾋﾞｴﾝﾅ
川村 亘 鈴木 敏子 東益津DC 河崎 健吾 島田 由美子 ﾄﾞﾘｰﾑ
久保田 元治 高野 順子 ﾕｰｽ 黒柳 忠男 滝浪 澄子 ODC
小森 将博 滝川 幸子 ﾕｰｽ 小山 茂樹 平川 昌江 DCﾋﾟｺ
佐野 晶親 近藤 訓子 ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞｸﾞﾚｰｽ 柴田 常久 島津 加津代 ﾀﾞﾝｽｻｰｸﾙF&B
下島 光雄 森川 よし江 金曜会DC 杉田 尚 土屋 克子 OS7(いちご)
杉山 昌弘 石神 もと子 DMC葵 杉山 友二 杉山 時子 ｽﾊﾟｲﾗﾙ
鈴木 勝行 秋田 咲子 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ 鈴木 俊明 茨木 静江 ﾕｰｽ
住岡 定敬 大桑 律子 浜松DSCｴｶﾞｵ 高田 光康 杉山 よし江 ﾕｰｽ
高柳 茂 木内 陽子 ﾕｰｽ 武本 宜教 伊東 清美 ﾆｭｰﾌﾚﾝｽﾞ
寺尾 勉 川口 三津代 DCｸﾚｼｪﾝﾄﾞ 寺田 豊司 萩原 津由 ﾕｰｽ
永田 勝弘 長島 雪江 ODC 西嶋 一人 堀尾 公代 ｷｬｯﾂｱｲ
野原 登喜夫 秋次 美津江 DCﾎﾟﾋﾟｰ 長谷川 圭司 紅林 伸枝 ﾀﾞﾝｽﾅｯﾂ
日吉 照郎 青野 吉子 ﾕｰｽ 平柳 正滋 堤 京子 ﾕｰｽ
古山 公彦 大沼 ヒサ子 ｾﾞﾛﾜﾝ 細野 秀雄 中村 孝子 OS7(OS)
牧田 光史 佐藤 桂子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 増田 勝文 浅沼 むつ子 ｳｯﾌ
松永 幸男 小野田 桂子 東益津DC 松永 幸男 鈴木 美代子 東益津DC
水口 勇 小池 けい子 浜松DSCﾓｱ 真野 敏宏 福田 澄江 ｳｯﾌ
三津原 秀樹 山村 洋子 金曜会DC 水野 清平 滝本 民江 ｶﾖｰﾊｰﾄ
森川 和明 金子 泉 ﾕｰｽ 美和 とみ子 木全 臣子 ﾚﾃﾞｨｰｽﾌﾛｰﾗ
山口 純一 植木 彩智子 ｳｯﾌ 山内 孝仁 佐藤 美智子 ｶﾖｰﾊｰﾄ
矢本 五月 長崎 美智子 OS7(姫しゃら) 山田 英二 清水 洋子 ｳｯﾌ
渡部 孝満 増田 恵子 DMC葵 鷲巣 裕司 安心院 啓子 NSS

★ワルツ ８組 ★ワルツ ９組
リーダ名 パートナー名 所属サークル リーダ名 パートナー名 所属サークル
安藤 国治 鈴木 ゆみか DCﾐｶ 池ケ谷 鎌司 松平 妃佐子 ODC
岩村 政栄 加藤 逸子 OS7(OS) 伊藤 林三 中村 美恵子 ｱﾘｴｯﾀ
海野 松次郎 沢村 福子 ﾀﾞﾝｽﾒｲﾂ 岩瀬 信一郎 榑林 道江 ﾀﾞﾝｽﾒｲﾂ
大城 敏夫 永岡 美津子 OS7(姫しゃら) 大石 悦男 山田 伸枝 ﾀﾞﾝｽﾅｯﾂ
大宮 明広 伊東 とま子 ｱﾘｴｯﾀ 大津 和夫 大津 すみ江 OS7(いちご)
岡田 敏和 長谷川 和子 ﾕｰｽ 岡 省三 岡 さとみ ﾕｰｽ
勝亦 成光 伊藤 精子 東益津DC 鎌田 勇 中村 サヤカ ODC
河辺 哲彦 福島 和代 OS7(OS) 川村 亘 鈴木 美代子 東益津DC
金原 俊明 茂津目 明美 浜松DSCｴｶﾞｵ 神田 勝史 高木 悦子 OS7(いちご)
小長井 孝平 内藤 升美 DCﾚｻﾞﾝ 久保田 元治 林 順子 ﾕｰｽ
小山 茂樹 池田 さかゑ DCﾋﾟｺ 塩澤 廣己 伊藤 ちず子 ﾋﾞｴﾝﾅ
佐藤 清蔵 高木 洋子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 庄司 正良 飯田 久美子 ｱﾘｴｯﾀ
清水 康晴 平谷 静代 ｻｰｸﾙｼﾞｭﾈｽ 杉山 昌弘 遠藤 静子 DMC葵
杉本 晃 杉本 耀子 DCｱﾘｽ 鈴木 啓一郎 池田 さかゑ DCﾋﾟｺ
鈴木 英一 堀 扶起子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 大長 実 大長 恒子 NSS
鈴木 実 田中 幸子 ODC 竹下 昌宏 山村 裕子 DCｸﾚｼｪﾝﾄﾞ
高田 佳典 中村 美恵子 ｱﾘｴｯﾀ 寺田 鉱一 佐藤 悦子 DCﾃｨﾝｶｰﾍﾞﾙ
佃 雅裕 大橋 節子 ｻｰｸﾙ木蓮 袴田 長治 飯村 英子 ｼｬﾄﾞｰ
等々力 啓夫 古山 昭子 ｾﾞﾛﾜﾝ 日吉 照郎 芹澤 由紀子 ﾕｰｽ
西嶋 一人 秋山 雅子 ｷｬｯﾂｱｲ 古山 公彦 近藤 和子 ｾﾞﾛﾜﾝ
野田 章 杉山 和子 ｳｯﾌ 牧田 光史 渡辺 光江 ｶﾖｰﾊｰﾄ
原木 敏而 原木 豊子 追手ｸﾗﾌﾞ 水口 定夫 小山 美津子 ｳｯﾌ
伏見 隆夫 庄司 秀子 ﾆｭｰﾌﾚﾝｽﾞ 三井 猛久 伊藤 弘子 浜松DSCﾓｱ
本澤 繁男 勝又 あさ子 ﾆｭｰﾌﾚﾝｽﾞ 三津原 秀樹 山本 照代 金曜会DC
松岡 昌彦 松岡 喜代子 ﾌﾚｯｼｭDC 森川 和明 松尾 しげみ ﾕｰｽ
三浦 賢吉 竹田 幸江 DCﾏｰｶﾞﾚｯﾄ 山口 美代治 榊原 房子 DCﾋﾟｺ
三津原 秀樹 今村 秀子 金曜会DC 矢本 五月 山崎 ミサ子 OS7(OS)
望月 良晃 木口 真理子 ODC 鷲巣 裕司 池 ちづ子 NSS
山岡 信行 榊原 房子 DCﾋﾟｺ 渡辺 眞孝 井手 眞佐代 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ
山本 清 杉本 衿子 DCｼﾞｮｲ 渡部 孝満 石神 もと子 DMC葵



      　       個人演技発表（平服）
★ワルツ １０組 ★ワルツ １１組
リーダ名 パートナー名 所属サークル リーダ名 パートナー名 所属サークル
大沼 元康 市川 洋子 ﾚﾃﾞｨｰｽﾌﾛｰﾗ 飯田 源一 飯田 洋子 ﾕｰｽ
片野 進 伊藤 ちず子 ﾋﾞｴﾝﾅ 井上 敏郎 岩本 正子 ﾕｰｽ
桑山 誠一 伊藤 弘子 浜松DSCﾓｱ 岩村 政栄 長末 郁代 OS7(姫しゃら)
山浦 国男 浦崎 由美子 OS7(いちご) 海野 松次郎 田代 せい子 ﾀﾞﾝｽﾒｲﾂ
杉山 龍次 遠藤 千絵 ｳｯﾌ 大城 敏夫 薬袋 幸江 OS7(柿田川ﾊﾞｲｶﾓ)
海野 和彦 大塚 廣子 DCﾚｻﾞﾝ 大村 清 伊藤 眞理子 NSS
鈴木 俊明 大南 よし江 ﾕｰｽ 小野田 進 小長井 弥生 DCﾚｻﾞﾝ
山田 一男 角田 うた子 東部ASD 加藤 功 栗田 節子 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ
河島 敏博 河島 寿子 DCﾐｶ 川村 亘 石川 育子 東益津DC
岡田 敏和 菊岡 由美子 ﾕｰｽ 久保田 元治 荒井 道子 ﾕｰｽ
西村 進 小長井 裕子 DCｼﾞｮｲ 小林 金男 中野 広子 ODC
立川 久 杉田 はる美 ﾏｲﾄﾚDC 佐藤 清蔵 田中 千鶴子 ｶﾖｰﾊｰﾄ
丸尾 茂生 鈴木 志津子 NSS 清水 康晴 松井 喜代子 ｻｰｸﾙｼﾞｭﾈｽ
植田 英之 鈴木 智子 追手ｸﾗﾌﾞ 杉山 和夫 鈴木 公子 ｱﾘｴｯﾀ
伊藤 博 鈴木 由美江 浜松DSCｴｶﾞｵ 鈴木 修實 鈴木 光 ｶﾖｰﾊｰﾄ
青山 寿雄 関 けい子 DC10 鈴木 実 山田 幸代 NSS
勝又 勇 高野 順子 ﾕｰｽ 高橋 勝男 管 花子 DCﾚｻﾞﾝ
増田 勝文 玉西 千代子 ﾄﾞﾘｰﾑ 堤 清紘 堤 京子 ﾕｰｽ
岩田 雅義 中村 絢子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 鳥澤 効生 財津 菊枝 OS7(いちご)
高田 光康 野知 美恵子 ﾕｰｽ 野田 章 和仁 千枝子 ｳｯﾌ
長谷川 圭司 長谷川 富美絵 ﾀﾞﾝｽﾅｯﾂ 原田 末信 原田 千乃 ｻｰｸﾙｼﾞｭﾈｽ
大沢 勝興 林 順子 ﾕｰｽ 古川 太一郎 古川 妙子 浜松DSCﾓｱ
杉田 尚 原 良江 OS7(柿田川ﾊﾞｲｶﾓ) 本澤 繁男 芹澤 都 ﾆｭｰﾌﾚﾝｽﾞ
平柳 正滋 平柳 重子 ﾕｰｽ 松下 守一 小野田 好代 浜松DSCｴｶﾞｵ
寺田 豊司 藤井 明子 ﾕｰｽ 三浦 賢吉 増田 淑子 DCﾏｰｶﾞﾚｯﾄ
小山 茂樹 松本 則子 DCﾋﾟｺ 三津原 秀樹 小澤 一子 金曜会DC
武藤 博哉 水口 富美子 ｳｯﾌ 望月 義弘 松岡 喜代子 ﾌﾚｯｼｭDC
柴田 修孝 望月 節子 DCﾃｨﾝｶｰﾍﾞﾙ 山岡 信行 平川 昌江 DCﾋﾟｺ
神田 勝史 山口 悦子 OS7(いちご) 山本 清 中村 恵子 DCｸﾚｼｪﾝﾄﾞ
細野 秀雄 渡辺 和子 OS7(柿田川ﾊﾞｲｶﾓ) 渡部 孝満 遠藤 静子 DMC葵

★タンゴ  １組 ★タンゴ ２組
リーダ名 パートナー名 所属サークル リーダ名 パートナー名 所属サークル
相吉沢 敏昭 浅沼 むつ子 ｳｯﾌ 西嶋 一人 秋山 雅子 ｷｬｯﾂｱｲ
杉山 和久 安心院 啓子 NSS 野田 章 池田 紀子 ｳｯﾌ
森川 和明 荒井 道子 ﾕｰｽ 安田 武人 大石 美代子 DCﾋﾟｺ
安藤 国治 江川 真寿美 DCﾐｶ 増田 保正 小ノ沢 峰子 ﾓｱｰｽﾞ
加藤 衛 大島 雅世 ﾕｰｽ 細野 秀雄 加藤 逸子 OS7(OS)
寺田 豊司 岡 さとみ ﾕｰｽ 三沢 輝夫 金子 泉 ﾕｰｽ
岩村 政栄 岡部 恵子 OS7(柿田川ﾊﾞｲｶﾓ) 池ケ谷 鎌司 黒沢 峯子 ODC
石川 栄三 勝又 あさ子 ﾆｭｰﾌﾚﾝｽﾞ 小野田 進 小長井 弥生 DCﾚｻﾞﾝ
山本 清 川口 三津代 DCｸﾚｼｪﾝﾄﾞ 酒井 宣幸 酒井 はま子 ﾓｱｰｽﾞ
真野 敏宏 小山 美津子 ｳｯﾌ 新村 素生 新村 まつえ ｻｰｸﾙ木蓮
等々力 啓夫 近藤 和子 ｾﾞﾛﾜﾝ 日吉 照郎 末永 玉枝 ﾕｰｽ
古山 公彦 近藤 和子 ｾﾞﾛﾜﾝ 青山 寿雄 関 けい子 DC10
鈴木 実 坂井 美智枝 NSS 三津原 秀樹 高山 恵美子 金曜会DC
増田 勝文 島田 由美子 ﾄﾞﾘｰﾑ 寺田 豊司 滝川 幸子 ﾕｰｽ
西村 進 杉本 衿子 DCｼﾞｮｲ 福田 義人 塚田 美智子 ﾋﾞｴﾝﾅ
庄司 正良 杉山 裕美 ｱﾘｴｯﾀ 稲垣 輝治 辻 文子 ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞｸﾞﾚｰｽ
久保田 元治 杉山 よし江 ﾕｰｽ 矢本 五月 長末 郁代 OS7(姫しゃら)
三井 正男 鈴木 正子 DC10 鎌田 勇 中村 サヤカ ODC
小川 校敬 滝浪 澄子 ODC 神田 勝史 中村 美智子 OS7(いちご)
平柳 正滋 堤 京子 ﾕｰｽ 芹沢 良光 橋本 きよ子 ﾋﾞｴﾝﾅ
山岡 信行 百々 光世 DCﾋﾟｺ 鈴木 勇 服部 恒子 DCﾐｶ
河辺 哲彦 中村 孝子 OS7(OS) 鳥澤 効生 原 良江 OS7(柿田川ﾊﾞｲｶﾓ)
中山 好美 中山 薫 ﾍﾞｰｼｯｸDSC 清水 康晴 原田 千乃 ｻｰｸﾙｼﾞｭﾈｽ
柴田 常久 橋本 みさ江 ﾀﾞﾝｽｻｰｸﾙF&B 塚原 信夫 藤井 明子 ﾕｰｽ
長谷川 圭司 長谷川 富美絵 ﾀﾞﾝｽﾅｯﾂ 黒柳 忠男 堀川 敏江 ODC
小森 将博 林 順子 ﾕｰｽ 大澤 弘叔 水野 裕子 ﾏｲﾄﾚDC
大竹 洋一 松岡 喜代子 ﾌﾚｯｼｭDC 岩村 政栄 薬袋 幸江 OS7(柿田川ﾊﾞｲｶﾓ)
大石 悦男 山田 伸枝 ﾀﾞﾝｽﾅｯﾂ 大沼 元康 茂津目 明美 ﾚﾃﾞｨｰｽﾌﾛｰﾗ
武本 宣教 山田 八重子 ｾﾞﾛﾜﾝ 山口 美代治 森川 よし江 金曜会DC



      　       個人演技発表（平服）
★タンゴ  ３組 ★タンゴ  ４組
リーダ名 パートナー名 所属サークル リーダ名 パートナー名 所属サークル
下島 光雄 相原 愛子 金曜会DC 飯田 源一 飯田 洋子 ﾕｰｽ
片野 進 石井 煕子 ﾋﾞｴﾝﾅ 鈴木 保幸 井口 澄子 ｻｰｸﾙ木蓮
水野 清平 岩崎 久子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 大津 和夫 石川 八重子 OS7(いちご)
北島 誠四郎 遠藤 千絵 ｳｯﾌ 星谷 清重 石倉 由美子 ﾕｰｽ
山田 一男 角田 うた子 東部ASD 三津原 秀樹 今村 秀子 金曜会DC
武田 光司 小池 やす子 ﾀﾞﾝｽｻｰｸﾙF&B 鳥澤 効生 井柳 桐子 OS7(いちご)
大城 敏夫 財津 菊枝 OS7(いちご) 山本 善鋪 内野 和子 ODC
鈴木 啓一郎 榊原 房子 DCﾋﾟｺ 相吉沢 敏昭 岡本 早苗 ｳｯﾌ
川口 信一 佐藤 法代 ﾕｰｽ 川村 亘 小野田 桂子 東益津DC
那珂 正明 杉山 和子 ｳｯﾌ 能勢 謙次朗 加納 のり子 ﾀﾞﾝｽｻｰｸﾙF&B
岩瀬 信一郎 杉山 光恵 ﾀﾞﾝｽﾒｲﾂ 田辺 友信 川路 訓子 NSS
前沢 和文 鈴木 ゆみか DCﾐｶ 榑林 五郎 榑林 道江 ﾀﾞﾝｽﾒｲﾂ
山浦 国男 関 ゑみ子 OS7(柿田川ﾊﾞｲｶﾓ) 寺田 豊司 向坂 満智子 ﾕｰｽ
池田 誠治 高橋 雅子 DCﾚｻﾞﾝ 大石 須美雄 小山 皓江 DCﾋﾟｺ
海野 和彦 竹澤 久美子 DCﾚｻﾞﾝ 柴田 修孝 佐藤 悦子 DCﾃｨﾝｶｰﾍﾞﾙ
松岡 昌彦 館 弘子 ﾌﾚｯｼｭDC 庄司 正良 鈴木 公子 ｱﾘｴｯﾀ
堤 清紘 堤 京子 ﾕｰｽ 小山 茂樹 鈴木 とよ DCﾋﾟｺ
安心院 透 戸塚 佐知子 NSS 小川 新 芹沢 由紀子 ﾕｰｽ
大和田 忠男 永岡 美津子 OS7(DSS21) 杉山 和久 大長 恒子 NSS
橋本 一三 橋本 みさ江 ﾀﾞﾝｽｻｰｸﾙF&B 丸尾 茂生 高寺 京子 NSS
小池 良尚 平尾 栄子 ﾀﾞﾝｽｻｰｸﾙF&B 平柳 正滋 苫米地 千世子 ﾕｰｽ
平井 宏明 平野 光子 DCｸﾚｼｪﾝﾄﾞ 岩村 政栄 長崎 美智子 OS7(姫しゃら)
杉田 尚 福島 和代 OS7(OS) 森川 和明 長谷川 和子 ﾕｰｽ
寺田 豊司 藤井 明子 ﾕｰｽ 石川 善久 林 俊恵 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ
望月 久史 藤山 久枝 ﾍﾞｰｼｯｸDSC 原田 末信 原田 千乃 ｻｰｸﾙｼﾞｭﾈｽ
古川 太一郎 古川 妙子 浜松DSCﾓｱ 山口 純一 広瀬 幸枝 ｳｯﾌ
西嶋 一人 堀尾 公代 ｷｬｯﾂｱｲ 加藤 保 福田 登美子 ﾀﾞﾝｽｻｰｸﾙF&B
吉沢 英輔 望月 節子 DCﾃｨﾝｶｰﾍﾞﾙ 中山 好美 望月 信子 ﾍﾞｰｼｯｸDSC
佐藤 清蔵 渡辺 光江 ｶﾖｰﾊｰﾄ 増田 勝文 田中 真里子 ｳｯﾌ

★タンゴ  ５組 ★タンゴ  ６組
リーダ名 パートナー名 所属サークル リーダ名 パートナー名 所属サークル
亀山 正幸 池 ちづ子 NSS 土居 浩 稲葉 久美子 DCﾚｻﾞﾝ
桑山 誠一 伊藤 弘子 浜松DSCﾓｱ 牧野 正道 大石 夕起子 東益津DC
西嶋 一人 稲葉 けい子 ｷｬｯﾂｱｲ 水野 清平 大滝 好子 ﾏｲﾄﾚDC
岩崎 文昭 岩田 玲子 ﾄﾞﾘｰﾑ 杉原 唯夫 大森 久美子 DCｼﾞｮｲ
大城 敏夫 浦崎 由美子 OS7(いちご) 古橋 康弘 片山 恭子 ｻｰｸﾙ木蓮
大村 清 海老名 佐那映 ODC 天野 章 片山 シノ NSS
高橋 勝男 太田 侑希 DCﾚｻﾞﾝ 岡田 敏和 金子 泉 ﾕｰｽ
佃 雅裕 大橋 節子 ｻｰｸﾙ木蓮 服部 道夫 河野 晴江 ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞｸﾞﾚｰｽ
秋場 榮作 大南 よし江 ﾕｰｽ 海野 松次郎 京 照子 ﾀﾞﾝｽﾒｲﾂ
末廣 才備 小野寺 幸子 ﾕｰｽ 後藤 徹 後藤 光子 追手ｸﾗﾌﾞ
細野 秀雄 河辺 彩子 OS7(OS) 武田 晴州 佐藤 のり子 NSS
野田 章 川原 昌子 ﾄﾞﾘｰﾑ 塩澤 廣己 塩澤 直美 ﾋﾞｴﾝﾅ
菊岡 洋三 菊岡 由美子 ﾕｰｽ 北島 誠四郎 清水 洋子 ｳｯﾌ
伏見 隆夫 清田 延子 ﾆｭｰﾌﾚﾝｽﾞ 手嶋 通雄 鈴木 悦子 浜松DSCﾓｱ
水口 勇 小池 けい子 浜松DSCﾓｱ 岩田 雅義 高木 洋子 ｶﾖｰﾊｰﾄ
日吉 照郎 末廣 久美子 ﾕｰｽ 石川 昭夫 竹田 幸江 DCﾏｰｶﾞﾚｯﾄ
南 日智 只野 よし子 ｳｯﾌ 山田 文博 竹本 博子 ｾﾞﾛﾜﾝ
寺田 豊司 土屋 美代子 ﾕｰｽ 山浦 国男 土屋 克子 OS7(いちご)
池ケ谷 鎌司 長島 雪江 ODC 大城 敏夫 永岡 美津子 OS7(姫しゃら)
鈴木 英一 中村 絢子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 橋本 照夫 橋本 久美子 浜松DSCｴｶﾞｵ
増田 保正 長谷川 副子 ﾓｱｰｽﾞ 河崎 健吾 福川 美津子 ﾄﾞﾘｰﾑ
吉沢 一美 福田 澄江 ｳｯﾌ 望月 良晃 古谷 美智恵 ODC
酒井 宣幸 正田 由巳加 ﾓｱｰｽﾞ 下島 光雄 三津原 美江子 金曜会DC
清水 康晴 松井 喜代子 ｻｰｸﾙｼﾞｭﾈｽ 西嶋 一人 宮嶋 テル子 ｷｬｯﾂｱｲ
安田 武人 森井 利江 DCﾋﾟｺ 那珂 正明 武藤 千秋 ｳｯﾌ
岩村 政栄 山崎 ミサ子 OS7(OS) 勝又 勇 村松 千鶴子 ﾕｰｽ
山口 美代治 山村 洋子 金曜会DC 平尾 守夫 山田 幸代 NSS
小野田 進 吉田 由美子 DCﾚｻﾞﾝ 鈴木 俊明 渡辺 英子 ﾕｰｽ
鳥澤 効生 和久 エミ子 OS7(柿田川ﾊﾞｲｶﾓ) 松原 秀夫 和仁 千枝子 ｳｯﾌ



      　       個人演技発表（平服）
★タンゴ  ７組 ★タンゴ  ８組
リーダ名 パートナー名 所属サークル リーダ名 パートナー名 所属サークル
野田 章 天谷 一美 ｳｯﾌ 野原 登喜夫 秋次 美津江 DCﾎﾟﾋﾟｰ
矢本 五月 伊賀 みどり OS7(OS) 川井 敏久 池谷 万起子 DCﾚｻﾞﾝ
大沢 勝興 岩本 正子 ﾕｰｽ 本澤 繁男 伊東 清美 ﾆｭｰﾌﾚﾝｽﾞ
住岡 定敬 大桑 律子 浜松DSCｴｶﾞｵ 安心院 透 伊藤 真理子 NSS
細野 秀雄 大竹 やすよ OS7(DSS21) 山浦 国男 大津 すみ江 OS7(いちご)
小野田 進 大塚 廣子 DCﾚｻﾞﾝ 堤 清紘 大南 よし江 ﾕｰｽ
三津原 秀樹 小澤 一子 金曜会DC 池田 誠治 川崎 幸代 DCﾚｻﾞﾝ
安田 二郎 小野田 好代 浜松DSCｴｶﾞｵ 岸端 隆 岸端 芳美 ODC
斉藤 光雄 角入 攝 NSS 鈴木 啓一郎 小関 操 DCﾋﾟｺ
伊藤 林三 川口 三枝子 ｱﾘｴｯﾀ 片瀬 隆広 小永井 裕子 ｶﾖｰﾊｰﾄ
川村 亘 河村 まり子 東益津DC 大和田 忠男 小柳 ヒサヨ OS7(DSS21)
島田 智嘉 勝呂 康子 ﾆｭｰﾌﾚﾝｽﾞ 武藤 博哉 小山 美津子 ｳｯﾌ
塚原 信夫 芹沢 清美 ﾕｰｽ 大城 敏夫 近 千恵子 OS7(柿田川ﾊﾞｲｶﾓ)
鳥澤 効生 高木 悦子 OS7(いちご) 西嶋 一人 近藤 笑佐枝 ｷｬｯﾂｱｲ
寺田 豊司 高野 順子 ﾕｰｽ 岩瀬 信一郎 沢村 福子 ﾀﾞﾝｽﾒｲﾂ
青木 丈 竹田 幸江 DCﾏｰｶﾞﾚｯﾄ 植田 英之 鈴木 智子 追手ｸﾗﾌﾞ
榑林 五郎 田代 せい子 ﾀﾞﾝｽﾒｲﾂ 杉田 尚 関 ゑみ子 OS7(柿田川ﾊﾞｲｶﾓ)
狩野 敦 豊島 淑子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 伏見 隆夫 芹澤 都 ﾆｭｰﾌﾚﾝｽﾞ
飯田 源一 長橋 里子 ﾕｰｽ 高柳 茂 高柳 ふじ江 ﾕｰｽ
庄司 正良 中村 美恵子 ｱﾘｴｯﾀ 吉沢 英輔 滝 幸子 DCﾃｨﾝｶｰﾍﾞﾙ
三浦 賢吉 花井 福 DCﾏｰｶﾞﾚｯﾄ 桑山 誠一 外山 真理 浜松DSCﾓｱ
平柳 正滋 平柳 重子 ﾕｰｽ 寺田 豊司 野知 美恵子 ﾕｰｽ
岩村 政栄 藤井 かほる OS7(OS) 日吉 照郎 林 順子 ﾕｰｽ
原田 末信 松井 喜代子 ｻｰｸﾙｼﾞｭﾈｽ 水口 定夫 水口 富美子 ｳｯﾌ
山口 美代治 松本 則子 DCﾋﾟｺ 町井 喬 茂津目 明美 浜松DSCｴｶﾞｵ
大津 和夫 宮崎 淑子 OS7(OS) 佐藤 清蔵 望月 裕子 ｶﾖｰﾊｰﾄ
中山 好美 望月 治美 ﾍﾞｰｼｯｸDSC 清水 康晴 山下 厚子 ｻｰｸﾙｼﾞｭﾈｽ
杉山 龍次 森野 輝子 ｳｯﾌ 鳥澤 効生 渡辺 和子 OS7(柿田川ﾊﾞｲｶﾓ)
増田 宏胤 吉田 陽子 DCﾐｶ 山田 英二 植木 彩智子 ｳｯﾌ

★タンゴ  ９組
リーダ名 パートナー名 所属サークル
山本 清 青木 正子 DCｼﾞｮｲ
小森 将博 飯田 洋子 ﾕｰｽ
山岡 信行 池田 さかゑ DCﾋﾟｺ
加藤 功 石川 幸子 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ
三井 猛久 伊藤 弘子 浜松DSCﾓｱ
大石 猪佐雄 大滝 好子 ｶﾖｰﾊｰﾄ
古山 公彦 大沼 ヒサ子 ｾﾞﾛﾜﾝ
河島 敏博 河島 寿子 DCﾐｶ
長谷川 圭司 紅林 伸枝 ﾀﾞﾝｽﾅｯﾂ
重冨 守夫 重富 美代子 ｻｰｸﾙ木蓮
西村 進 重松 やすの DCｼﾞｮｲ
武本 宜教 庄司 秀子 ﾆｭｰﾌﾚﾝｽﾞ
平野 舜策 田中 照代 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ
金原 俊明 田中 初枝 浜松DSCｴｶﾞｵ
松本 豊成 中野 広子 ODC
杉山 和夫 中村 美恵子 ｱﾘｴｯﾀ
土居 浩 西ヶ谷 広美 DCﾚｻﾞﾝ
永田 勝弘 萩原 吟子 ODC
石川 昭夫 花井 福 DCﾏｰｶﾞﾚｯﾄ
安藤 勝康 林 俊恵 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ
岡田 敏和 日吉 由規子 ﾕｰｽ
望月 義弘 深澤 静江 ﾌﾚｯｼｭDC
正田 茂彦 細見 暁子 ﾓｱｰｽﾞ
鈴木 蜜生 御宿 とみゑ ｻｰｸﾙﾋｰﾛ
寺田 鉱一 谷沢 恵子 DCﾃｨﾝｶｰﾍﾞﾙ
大城 敏夫 山口 悦子 OS7(いちご)
下島 光雄 山本 照代 金曜会DC
岩田 雅義 滝本 民江 ｶﾖｰﾊｰﾄ



               個人演技発表（正装）
★チャチャチャ １組 ★チャチャチャ ２組

リーダ名 パートナー名 所属サークル リーダ名 パートナー名 所属サークル

池田 誠治 西ヶ谷 広美 DCﾚｻﾞﾝ 石川 栄三 伊東 清美 ﾆｭｰﾌﾚﾝｽﾞ

井川 大輔 青木 絵里 DSC中部 海野 和彦 稲葉 久美子 DCﾚｻﾞﾝ

大澤 清 大澤 富江 浜松DSC富塚 大澤 清 大澤 富枝 DC浜松可美

大町 豊 高橋 雅子 DCﾚｻﾞﾝ 小野田 進 葉田 祐子 DCﾚｻﾞﾝ

佐藤 英男 川口 三津代 DCｸﾚｼｪﾝﾄﾞ 鈴木 重雄 鈴木 廣子 DCﾐｶ

鈴木 聡明 早房 利子 DCﾐｶ 高田 佳典 池内 直美 ｱﾘｴｯﾀ

高林 寿一 高須 康子 DMC葵 平井 宏明 平井 由美子 DCｸﾚｼｪﾝﾄﾞ

平野 誠一郎 小林 芳枝 DCﾐｶ 牧野 正道 小野田 桂子 東益津DC

増田 勝志 高林 志帆 DMC葵 松下 信助 内藤 升美 DCﾚｻﾞﾝ

間宮 典之 水野 文子 DCﾋﾞｷﾞﾅｰ 水野 敏明 水野 智子 ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞｸﾞﾚｰｽ

山崎 善一 鈴木 俊江 DCﾐｶ 渡部 孝満 松山 静子 DMC葵

★ルンバ １組 ★ルンバ ２組

リーダ名 パートナー名 所属サークル リーダ名 パートナー名 所属サークル

海野 和彦 稲葉 久美子 DCﾚｻﾞﾝ 狩野 敦 青地 智子 ｶﾖｰﾊｰﾄ

大澤 清 大澤 富枝 DC浜松可美 石川 栄三 伊東 清美 ﾆｭｰﾌﾚﾝｽﾞ

佐藤 英男 川口 三津代 DCｸﾚｼｪﾝﾄﾞ 大澤 清 大澤 富江 浜松DSC富塚

岡 知令 草ケ谷 弘美 DMC葵 山崎 善一 鈴木 俊江 DCﾐｶ

平野 誠一郎 小林 芳枝 DCﾐｶ 鈴木 重雄 鈴木 廣子 DCﾐｶ

中野 克己 柴田 八重子 DSC中部 橋本 宏 高埜 ちほ DCﾚｻﾞﾝ

ロベルト メッキア 高須 康子 DMC葵 小林 清文 高林 美穂 DMC葵

松下 信助 高橋 雅子 DCﾚｻﾞﾝ 大町 豊 竹澤 久美子 DCﾚｻﾞﾝ

池田 誠治 西ヶ谷 広美 DCﾚｻﾞﾝ 土居 浩 内藤 升美 DCﾚｻﾞﾝ

平井 宏明 平井 由美子 DCｸﾚｼｪﾝﾄﾞ 平谷 栄作 平谷 静代 ｻｰｸﾙｼﾞｭﾈｽ

高林 寿一 藤山 久枝 DMC葵 細見 賢二 細見 暁子 ﾓｱｰｽﾞ

菊池 行雄 三村 久代 DMC葵 渡部 孝満 松山 静子 DMC葵

★サンバ １組 ★サンバ ２組

リーダ名 パートナー名 所属サークル リーダ名 パートナー名 所属サークル

井川 大輔 青木 絵里 DSC中部 高田 佳典 池内 直美 ｱﾘｴｯﾀ

狩野 敦 青地 智子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 中野 克己 柴田 八重子 DSC中部

岡 知令 草ケ谷 弘美 DMC葵 松下 信助 高橋 雅子 DCﾚｻﾞﾝ

増田 勝志 高林 志帆 DMC葵 海野 和彦 竹澤 久美子 DCﾚｻﾞﾝ

ロベルト メッキア 高林 美穂 DMC葵 小野田 進 葉田 祐子 DCﾚｻﾞﾝ

土居 浩 内藤 升美 DCﾚｻﾞﾝ 平谷 栄作 平谷 静代 ｻｰｸﾙｼﾞｭﾈｽ

中山 好美 中山 薫 ﾍﾞｰｼｯｸDSC 水野 敏明 水野 智子 ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞｸﾞﾚｰｽ

鈴木 聡明 早房 利子 DCﾐｶ 菊池 行雄 三村 久代 DMC葵

間宮 典之 水野 文子 DCﾋﾞｷﾞﾅｰ



               個人演技発表（正装）

★ワルツ １組 ★ワルツ ２組

リーダ名 パートナー名 所属サークル リーダ名 パートナー名 所属サークル

相曽 明 小池 やす子 ﾀﾞﾝｽｻｰｸﾙF&B 岩田 雅義 大澤 清美 ﾏｲﾄﾚDC

大河原 敏朗 小菅 睦 DCｱﾘｽ 大島 喜六 杉田 紘江 OS7

小野田 善保 後藤 千津子 NSS 小泉 幸雄 鈴木 みつ子 NSS

西嶋 一人 近藤 笑佐枝 ｷｬｯﾂｱｲ 杉本 賢 鈴木 律子 浜松DSC富塚

牧野 康雄 柴山 典代 DCﾐｶ 鈴木 謙司 田代 孝子 DC浜松可美

杉山 康治 杉山 幸子 DC浜松可美 寺尾 勉 中村 恵子 DCｸﾚｼｪﾝﾄﾞ

高林 寿一 高林 美穂 DMC葵 原木 敏而 原木 豊子 追手ｸﾗﾌﾞ

田崎 秀樹 名波 八千代 DCﾐｶ 竹下 昌宏 平野 光子 DCﾐｶ

飯沼 義男 春川 朝子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 堀江 義昭 堀江 ゆり子 ｾﾞﾛﾜﾝ

古山 公彦 古山 昭子 ｾﾞﾛﾜﾝ 増田 保正 増田 かつ子 ﾓｱｰｽﾞ

吉沢 一美 丸岡 千春 ｳｯﾌ 守山 佳秀 守山 美子 DCﾐｶ

島田 智嘉 若林 信子 ﾆｭｰﾌﾚﾝｽﾞ 青山 寿雄 山田 好子 DC10

★ワルツ ３組 ★ワルツ ４組

リーダ名 パートナー名 所属サークル リーダ名 パートナー名 所属サークル

岩崎 千春 岩崎 恵美子 DSC中部 児玉 進 相原 千代子 ﾌﾘｰﾊｰﾄｸﾗﾌﾞ

大澤 弘叔 大澤 清美 ﾏｲﾄﾚDC 武田 淳 犬本 祐子 DCﾏｰｶﾞﾚｯﾄ

黒田 浩平 木全 臣子 DC浜松可美 飯沼 義男 岩崎 博子 ﾏｲﾄﾚDC

立花 美實 近藤 やす子 ｺﾞｰﾙﾄﾞDSC 小川 陽子 植松 さよ子 DCﾏｰｶﾞﾚｯﾄ

新村 素生 新村 まつえ ｻｰｸﾙ木蓮 浦川 卓嗣 浦川 悦子 ｺﾞｰﾙﾄﾞDSC

宮田 和正 杉本 八重子 DMC葵 前沢 和文 江川 真寿美 DCﾐｶ

増田 勝志 高林 美穂 DMC葵 杉山 秀子 大庭 雅子 ｾﾞﾛﾜﾝ

鈴木 英一 竹市 洋子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 西嶋 一人 勝又 みさお ｷｬｯﾂｱｲ

堀江 義昭 竹本 博子 ｾﾞﾛﾜﾝ 伏見 隆夫 鈴木 佳子 ﾆｭｰﾌﾚﾝｽﾞ

高林 寿一 堀 扶紀子 DMC葵 鈴木 保幸 鈴木 孝枝 ｻｰｸﾙ木蓮

西嶋 一人 宮嶋 テル子 ｷｬｯﾂｱｲ 松本 安弘 松本 和子 浜松DSC富塚

青山 寿雄 森本 敏子 DC10 山本 清 山村 裕子 DCｸﾚｼｪﾝﾄﾞ

渡邉 正美 渡邉 京子 ｾﾞﾛﾜﾝ 水野 清平 春川 朝子 ﾏｲﾄﾚDC

★スローフォックストロット １組 ★スローフォックストロット ２組

リーダ名 パートナー名 所属サークル リーダ名 パートナー名 所属サークル

飯沼 義男 岩崎 博子 ﾏｲﾄﾚDC 上総 満雄 伊奈 和子 DSC東部

浦川 卓嗣 浦川 悦子 ｺﾞｰﾙﾄﾞDSC 岩崎 千春 岩崎 恵美子 DSC中部

大澤 弘叔 大澤 清美 ﾏｲﾄﾚDC 大河原 敏朗 小菅 睦 DCｱﾘｽ

安田 二郎 影山 佐和子 浜松DSCｴｶﾞｵ 服部 潤吉 高橋 えみ子 DSC中部

杉山 康治 杉山 幸子 DC浜松可美 山田 一男 玉西 千代子 東部ASD

杉本 賢 鈴木 律子 浜松DSC富塚 高田 光康 土屋 美代子 ﾕｰｽ

田崎 秀樹 名波 八千代 DCﾐｶ 古山 公彦 古山 昭子 ｾﾞﾛﾜﾝ

原木 敏而 原木 豊子 追手ｸﾗﾌﾞ 本澤 繁男 本澤 弘子 ﾆｭｰﾌﾚﾝｽﾞ

堀江 義昭 堀江 ゆり子 ｾﾞﾛﾜﾝ 守山 佳秀 守山 美子 DCﾐｶ

増田 保正 増田 かつ子 ﾓｱｰｽﾞ 杉山 秀子 渡邉 京子 ｾﾞﾛﾜﾝ



               個人演技発表（正装）
★タンゴ １組 ★タンゴ ２組

リーダ名 パートナー名 所属サークル リーダ名 パートナー名 所属サークル

前沢 和文 江川 真寿美 DCﾐｶ 武田 淳 犬本 祐子 DCﾏｰｶﾞﾚｯﾄ

相曽 明 小池 やす子 ﾀﾞﾝｽｻｰｸﾙF&B 小川 陽子 植松 さよ子 DCﾏｰｶﾞﾚｯﾄ

小野田 善保 後藤 千津子 NSS 杉山 秀子 大庭 雅子 ｾﾞﾛﾜﾝ

立花 美實 近藤 やす子 ｺﾞｰﾙﾄﾞDSC 西嶋 一人 勝又 みさお ｷｬｯﾂｱｲ

西嶋 一人 篠原 三七子 ｷｬｯﾂｱｲ 黒田 浩平 木全 臣子 DC浜松可美

新村 素生 新村 まつえ ｻｰｸﾙ木蓮 伏見 隆夫 鈴木 佳子 ﾆｭｰﾌﾚﾝｽﾞ

小泉 幸雄 鈴木 みつ子 NSS 鈴木 保幸 鈴木 孝枝 ｻｰｸﾙ木蓮

鈴木 英一 竹市 洋子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 山田 一男 玉西 千代子 東部ASD

古山 公彦 竹本 博子 ｾﾞﾛﾜﾝ 本澤 繁男 本澤 弘子 ﾆｭｰﾌﾚﾝｽﾞ

水野 清平 水野 裕子 ﾏｲﾄﾚDC 松本 安弘 松本 和子 浜松DSC富塚

岩崎 千春 森本 敏子 DSC中部 島田 智嘉 若林 信子 ﾆｭｰﾌﾚﾝｽﾞ

青山 寿雄 山田 好子 DC10 渡邉 正美 渡邉 京子 ｾﾞﾛﾜﾝ

杉山 秀子 渡邉 京子 ｾﾞﾛﾜﾝ 宮田 和正 杉本 八重子 DMC葵

★タンゴ ３組

リーダ名 パートナー名 所属サークル

児玉 進 相原 千代子 ﾌﾘｰﾊｰﾄｸﾗﾌﾞ

上総 満雄 伊奈 和子 DSC東部

堀江 義昭 大庭 雅子 ｾﾞﾛﾜﾝ

安田 二郎 影山 佐和子 浜松DSCｴｶﾞｵ

牧野 康雄 柴山 典代 DCﾐｶ

大島 喜六 杉田 紘江 OS7

服部 潤吉 高橋 えみ子 DSC中部

鈴木 謙司 田代 孝子 DC浜松可美

高田 光康 土屋 美代子 ﾕｰｽ

寺尾 勉 中村 恵子 DCｸﾚｼｪﾝﾄﾞ

青柳 良孝 春川 朝子 ｶﾖｰﾊｰﾄ

竹下 昌宏 平野 光子 DCﾐｶ

吉沢 一美 丸岡 千春 ｳｯﾌ
山本 清 山村 裕子 DCｸﾚｼｪﾝﾄﾞ



指導員と踊ろう支部別戦

種目 1次Ｈ
支
部

背
番
号

選手名 所   属 指導員 所   属

東部 101 岡田　敏和 ユース 小野寺　幸子 ユース

東部 102 山田　英二 ウッフ 小山　美津子 ウッフ

東部 103 川口　三枝子 アリエッタ 杉山　友二 スパイラル

東部 104 茨木　静江 ユース 鈴木　俊明 ユース

中部 201 石羽根　久平 DCﾚｻﾞﾝ 高橋 雅子 DCﾚｻﾞﾝ

中部 202 鈴木 英一 ｶﾖｰﾊｰﾄ 高林 美穂 DMC葵

中部 203 稲垣　静代 ODC 青山　寿雄 DC10

中部 204 池ヶ谷　和子 DCﾐｶ 水野 敏明 ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞｸﾞﾚｰｽ

西部 301 大林　唯夫 ｻｰｸﾙﾓｱ 山添　節子 ﾚﾃﾞｨｽ･ﾌﾛｰﾗ

西部 302 松下　守一 DSC元城 影山　佐和子 浜松DSCｴｶﾞｵ

西部 303 池沼　美智子 DSC元城 大沼　元康 浜松DSCﾓｱ

西部 304 鈴木　由美江 DSC元城 安田　二郎 浜松DSCｴｶﾞｵ

東部 105 和久　エミ子 ＯＳ７ 地田　祐二 ＤＣシルエット

東部 106 金子　泉 ユース 寺田　豊司 ユース

東部 107 森野　美里 ウッフ 野田　章 ウッフ

東部 108 島田　由美子 ドリーム 高田 光康 ユース

中部 205 鈴木　敏子 東益津DC 大河原　敏朗 DCｱﾘｽ

中部 206 増田　恵子 DMC葵 渡部　孝満 DMC葵

中部 207 竹市　洋子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 植田 英之 追手ｸﾗﾌﾞ

中部 208 河島　寿子 DCﾐｶ 間宮　典之 DCﾋﾞｷﾞﾅｰ

西部 305 石川　幸子 ｻｰｸﾙ･ﾋｰﾛｰ 伊藤　洋 ｻｰｸﾙ･ﾋｰﾛｰ

西部 306 大橋　節子 ｻｰｸﾙ木蓮 野又　弘也 ｻｰｸﾙ木蓮

西部 307 福田　登美子 ｻｰｸﾙF&B 鈴木　雅之 ﾚｯﾂﾀﾞﾝｽ

西部 308 加納　のり子 ｻｰｸﾙF&B 袴田　長治 ｼｬﾄﾞｰ

東部 109 塚原　信夫 ユース 小野寺　幸子 ユース

東部 110 大津　和男 ＯＳ７ 小山　美津子 ウッフ

東部 111 武本　絹江 アリエッタ 杉山　友二 スパイラル

東部 112 佐藤　法代 ユース 鈴木　俊明 ユース

中部 209 小長井　徹 DCﾚｻﾞﾝ 高橋 雅子 DCﾚｻﾞﾝ

中部 210 藤山　信之 ﾍﾞｰｼｯｸDSC 高林 美穂 DMC葵

中部 211 花井　福 DCﾏｰｶﾞﾚｯﾄ 青山　寿雄 DC10

中部 212 竹澤　久美子 DCﾚｻﾞﾝ 水野 敏明 ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞｸﾞﾚｰｽ

西部 309 重富　守夫 ｻｰｸﾙ木蓮 山添　節子 ﾚﾃﾞｨｽ･ﾌﾛｰﾗ

西部 310 伊藤　博 DSC元城 影山　佐和子 浜松DSCｴｶﾞｵ

西部 311 井手　賀代子 ﾚﾃﾞｨｽ･ﾌﾛｰﾗ 大沼　元康 浜松DSCﾓｱ

西部 312 藤井　久恵 浜松DSCｴｶﾞｵ 安田　二郎 浜松DSCｴｶﾞｵ

東部 113 宮崎　淑子 ＯＳ７ 地田　祐二 ＤＣシルエット

東部 114 鈴木　公子 アリエッタ 寺田　豊司 ユース

東部 115 水口　富美子 ウッフ 野田　章 ウッフ

東部 116 武藤　千秋 ドリーム 高田 光康 ユース

中部 213 紅林　伸枝 ﾀﾞﾝｽﾅｯﾂ 大河原　敏朗 DCｱﾘｽ

中部 214 遠藤　静子 DMC葵 渡部　孝満 DMC葵

中部 215 池田　さかゑ DCﾋﾟｺ 植田 英之 追手ｸﾗﾌﾞ

中部 216 軒山　久恵 ＤＣﾏｰｶﾞﾚｯﾄ 間宮　典之 DCﾋﾞｷﾞﾅｰ

西部 313 秋田　咲子 ｻｰｸﾙ･ﾋｰﾛｰ 伊藤　洋 ｻｰｸﾙ･ﾋｰﾛｰ

西部 314 橋本　みさ江 ｻｰｸﾙF&B 野又　弘也 ｻｰｸﾙ木蓮

西部 315 新村　まつえ ｻｰｸﾙ木蓮 鈴木　雅之 ﾚｯﾂﾀﾞﾝｽ

西部 316 平尾　栄子 ｻｰｸﾙF&B 袴田　長治 ｼｬﾄﾞｰ
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指導員と踊ろう支部別戦

種目 1次Ｈ
支
部

背
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選手名 所   属 指導員 所   属

東部 117 竹本　宣教 ゼロワン 小野寺　幸子 ユース

東部 118 大城　敏夫 ＯＳ７ 小山　美津子 ウッフ

東部 119 大庭　雅子 ゼロワン 杉山　友二 スパイラル

東部 120 野知　美恵子 ユース 鈴木　俊明 ユース

中部 217 三浦　賢吉 ＤＣﾏｰｶﾞﾚｯﾄ 高橋 雅子 DCﾚｻﾞﾝ

中部 218 飯塚　為司 DCｼﾞｮｲ 高林 美穂 DMC葵

中部 219 青木 正美 ＤＣﾏｰｶﾞﾚｯﾄ 青山　寿雄 DC10

中部 220 鈴木 裕子 ODC 水野 敏明 ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞｸﾞﾚｰｽ

西部 317 清水　晴久 ｻｰｸﾙｼﾞｭﾈｽ 山添　節子 ﾚﾃﾞｨｽ･ﾌﾛｰﾗ

西部 318 橋本　照夫 浜松DSCｴｶﾞｵ 影山　佐和子 浜松DSCｴｶﾞｵ

西部 319 茂津目　明美 浜松DSCｴｶﾞｵ 大沼　元康 浜松DSCﾓｱ

西部 320 小野田　好代 浜松DSCｴｶﾞｵ 安田　二郎 浜松DSCｴｶﾞｵ

東部 121 福川　美津子 ドリーム 地田　祐二 ＤＣシルエット

東部 122 酒井　はま子 モアーズ 寺田　豊司 ユース

東部 123 天谷　一美 ウッフ 野田　章 ウッフ

東部 124 加藤　逸子 ＯＳ７ 高田 光康 ユース

中部 221 伊藤　精子 東益津DC 大河原　敏朗 DCｱﾘｽ

中部 222 石神　もと子 DMC葵 渡部　孝満 DMC葵

中部 223 竹田　幸江 ＤＣﾏｰｶﾞﾚｯﾄ 植田 英之 追手ｸﾗﾌﾞ

中部 224 戸塚　佐知子 NSS 間宮　典之 DCﾋﾞｷﾞﾅｰ

西部 321 丸山　るみ子 ｻｰｸﾙ･ﾋｰﾛｰ 伊藤　洋 ｻｰｸﾙ･ﾋｰﾛｰ

西部 322 島津　加津代 ｻｰｸﾙF&B 野又　弘也 ｻｰｸﾙ木蓮

西部 323 北見　伸子 ｻｰｸﾙ木蓮 鈴木　雅之 ﾚｯﾂﾀﾞﾝｽ

西部 324 松井　喜代子 ｻｰｸﾙｼﾞｭﾈｽ 袴田　長治 ｼｬﾄﾞｰ

東部 125 森川　和明 ユース 小野寺　幸子 ユース

東部 126 水口　定夫 ウッフ 小山　美津子 ウッフ

東部 127 渡邉　京子 ゼロワン 杉山　友二 スパイラル

東部 128 小ノ沢　峰子 モアーズ 鈴木　俊明 ユース

中部 225 小長井　幸平 DCﾚｻﾞﾝ 高橋 雅子 DCﾚｻﾞﾝ

中部 226 杉山　昌弘 DMC葵 高林 美穂 DMC葵

中部 227 大石　美代子 DCﾋﾟｺ 青山　寿雄 DC10

中部 228 稲葉　久美子 DCﾚｻﾞﾝ 水野 敏明 ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞｸﾞﾚｰｽ

西部 325 池谷　晴久 浜松DSCｴｶﾞｵ 山添　節子 ﾚﾃﾞｨｽ･ﾌﾛｰﾗ

西部 326 町井　喬 浜松DSCｴｶﾞｵ 影山　佐和子 浜松DSCｴｶﾞｵ

西部 327 市川　洋子 ﾚﾃﾞｨｽ･ﾌﾛｰﾗ 大沼　元康 浜松DSCﾓｱ

西部 328 田中　初枝 浜松DSCｴｶﾞｵ 安田　二郎 浜松DSCｴｶﾞｵ

東部 129 近　千恵子 ＯＳ７ 地田　祐二 ＤＣシルエット

東部 130 藤井　明子 ユース 寺田　豊司 ユース

東部 131 杉山　和子 ウッフ 野田　章 ウッフ

東部 132 池田　紀子 ドリーム 高田 光康 ユース

中部 229 小沢　一子 金曜会DC 大河原　敏朗 DCｱﾘｽ

中部 230 渕ノ上　満喜子 DMC葵 渡部　孝満 DMC葵

中部 231 松本　則子 DCﾋﾟｺ 植田 英之 追手ｸﾗﾌﾞ

中部 232 池　ちず子 NSS 間宮　典之 DCﾋﾞｷﾞﾅｰ

西部 329 栗田　節子 ｻｰｸﾙ･ﾋｰﾛｰ 伊藤　洋 ｻｰｸﾙ･ﾋｰﾛｰ

西部 330 重富　美代子 ｻｰｸﾙ木蓮 野又　弘也 ｻｰｸﾙ木蓮

西部 331 片山　恭子 ｻｰｸﾙ木蓮 鈴木　雅之 ﾚｯﾂﾀﾞﾝｽ

西部 332 大橋　節子 ｻｰｸﾙ木蓮 袴田　長治 ｼｬﾄﾞｰ
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　　　　競技選手支部別戦

東部 137 高田　佳典 池内　直美 アリエッタ

東部 138 野田　章 小山　美津子 ドリーム

中部 237 渡部　孝満 松山　静子 DMC葵

中部 238 中野　克己 柴田　八重子 ＤＳＣ中部

西部 337 早川　俊之 早川　麻由美 おぎﾀﾞﾝｼﾝｸﾞ

西部 338 大沼　元康 山添　節子 浜松DSCﾓｱ

東部 139 森田 肇司 藤井 幸恵 モアーズ

東部 140 小森　将博 田中　ひとみ ユース

中部 239 間宮　典之 水野　文子 DCﾋﾞｷﾞﾅｰ

中部 240 井川　大輔 青木　絵里 ＤＳＣ中部

西部 339 安田　二郎 影山　佐知子 浜松DSCｴｶﾞｵ

西部 340 平谷　榮作 平谷　静代 ｻｰｸﾙｼﾞｭﾈｽ

東部 135 寺田　豊司 林　順子 ユース

東部 136 西島　一人 勝又　みさを キャッツアイ

中部 235 岩崎　千春 岩崎　恵美子 ＤＳＣ中部

中部 236 大河原　敏朗 小菅　睦 ＤＣアリス

西部 335 袴田　恒久 飯村　由美 シャドウ

西部 336 江尻　進 江尻　由美 浜松DSCｴｶﾞｵ

東部 133 上総　満雄 伊奈　和子 ＤＳＣ東部

東部 134 高田　光康 土屋　美代子 ユース

中部 233 服部　潤吉 高橋　えみ子 ＤＳＣ中部

中部 234 青山　寿雄 山田　好子 ＤＣ１０

西部 333 浦川　卓嗣 浦川　悦子 ゴールドＤＳＣ

西部 334 立花　美實 近藤　やす子 ゴールドＤＳＣ
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