
     

 

     第第第第２１２１２１２１回県民回県民回県民回県民スポーツ スポーツ スポーツ スポーツ 

レクリエーションレクリエーションレクリエーションレクリエーション祭祭祭祭    

第第第第２６２６２６２６回 回 回 回 

大舞踏会 
    

    

    

    

    

    

    

                            

    

    

    

                                                                                                                                     日 時 

            平成２６年 ９月 ２８日(日) 

              ９：００～１７：００ 

                 会 場 

               静岡県武道館 
 

       主催  静岡県教育委員会、静岡県レクリエーション協会 

       主管  県民スポーツ・レクリエーション祭実行委員会 

           静岡県ダンススポーツ連盟 

       後援  静岡県体育指導員連絡協議会、（財）静岡県体育協会 

           静岡市教育委員会   

                





                                                 タイムテーブル 
 ９：００ ドアオープン 
 ９：４０ 入場行進  
 ９：４５ 開会式 
１０：００ 団体演技発表 第１部 

①DC ｸﾛｰﾊﾞｰ  ﾜﾙﾂ ⑦DC ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ  ﾜﾙﾂ ⑬DC ﾚｻﾞﾝ ﾍﾞｰｼｯｸﾗﾃﾝ 

②ﾕｰｽ DSC(水曜教室)ﾒﾚﾝｹﾞ&ﾙﾝﾊﾞ ⑧ﾕｰｽ DSC 月曜教室 ﾙﾝﾊﾞ ⑭ｼﾞｭﾈｽ ﾀﾝｺﾞ&ﾜﾙﾂ 

③DC ﾋﾟｺ ﾙﾝﾊﾞ ⑨ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞｸﾞﾚｰｽ C･R･S ⑮ODC ﾀﾝｺﾞ 

④東益津 DC ﾙﾝﾊﾞ ⑩ｶﾖｰﾊｰﾄ(火曜) ﾁｬﾁｬﾁ･ﾙﾝﾊﾞ ⑯DMC 葵 ﾁｬﾁｬﾁｬ 

⑤OS7(DSS21) ﾙﾝﾊﾞ ⑪ﾍﾞｰｼｯｸ DSC ﾙﾝﾊﾞ･ﾁｬﾁｬﾁ  

⑥ﾚﾃﾞｨｰｽﾌﾛｰﾗ ﾁｬﾁｬﾁｬ･ﾙﾝﾊﾞ ⑫ｻｰｸﾙ ﾋｰﾛｰ ｱﾝﾀﾞﾝﾃ ﾁｬﾁｬﾁ  

１１：００ 団体演技発表 第２部  

①DC ﾐｶ(ﾀﾞﾝｽｸﾗﾌﾞｴﾘｶ)ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ⑦ヴｪﾙｻ DC ﾜﾙﾂ ⑬東益津 DC  ﾜﾙﾂ 

②ﾕｰｽ DSC 月曜教室 ﾁｬﾁｬﾁｬ ⑧木曜会 ﾁｬﾁｬﾁｬ･ ﾙﾝﾊﾞ ⑭DMC 葵  ﾙﾝﾊﾞ 

③ﾍﾞｰｼｯｸ DSC ﾜﾙﾂ ⑨ｶﾖｰﾊｰﾄ ﾁｬﾁｬﾁｬ･ｻﾝﾊﾞ ⑮DC ﾐｶ(土曜ｸﾗﾌﾞ) ﾊﾟｿﾄﾞﾌﾞﾚ 

④DC ﾚｻﾞﾝ  ﾊﾟｿﾀﾝｺﾞ ⑩ﾋﾞｴﾝﾅ ﾙﾝﾊﾞ ⑯ﾕｰｽ DSC(土曜教室) ﾀﾝｺﾞ 

⑤ｻｰｸﾙ ﾋｰﾛｰ ﾜﾙﾂ ⑪ODC ﾙﾝﾊﾞ  

⑥DC ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ ﾙﾝﾊﾞ ⑫DC ﾐｶ(ﾐｯｷｰﾊｰﾄ) ﾁｬﾁｬﾁｬ  

 
１２：００ 昼食  
１２：３０ 静岡県ダンススポーツ連盟役員紹介 
       ねんりんピック栃木２０１４ダンススポーツ交流大会団体戦出場代表選手紹介 
       第２２回都道府県対抗全国ダンススポ‐ツ大会 in長崎 団体戦出場代表選手紹介 
１２：４０ 団体演技発表 第３部  

①ｶﾖｰﾊｰﾄ ﾗﾃﾝﾒﾄﾞﾚｰ(ｿﾛ) ⑥DC ｸﾛｰﾊﾞｰ  ﾙﾝﾊﾞ ⑪DMC 葵 ﾁｬﾁｬﾁｬ - ﾙﾝﾊﾞ 

②ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞｸﾞﾚｰｽ W･T･F ﾒﾄﾞﾚｰ ⑦DC ﾃｨﾝｶｰﾍﾞﾙ Jumble Dance ⑫ﾆｭｰﾌﾚﾝｽﾞ ﾜﾙﾂ/ﾀﾝｺｰ 

③ヴｪﾙｻ DC ﾙﾝﾊﾞ ⑧ｶﾖｰﾊｰﾄ(月曜ｸﾗｽ) ﾜﾙﾂ ⑬浜松 DSC ｴｶﾞｵ ﾙﾝﾊﾞ 

④DC ﾋﾟｺ ﾊﾟｿﾄﾞﾌﾞﾚ ⑨ﾕｰｽ DSC(金曜教室) ﾙﾝﾊﾞ ⑭DC ﾐｶ(ﾀﾞﾝｽｸﾗﾌﾞｴﾘｶ) ﾗﾃﾝ 

⑤OS7(OS) ｽﾛｰﾌｫｯｸｽﾄﾛｯﾄ ⑩DC ﾐｶ(土曜ｸﾗﾌﾞ) ﾜﾙﾂ ⑮浜松 DSC 富塚ﾜﾙﾂ&ﾀﾝｺﾞ 

        
１３：４０ 個人演技発表 (平服 1部)                 
       チャチャチャ      １組 ～  ５組  （140 ｴﾝﾄﾘｰ） 
       ルンバ         １組 ～ １０組  （280 ｴﾝﾄﾘｰ） 
１４：１０ 個人演技発表 (平服２部) 
        ワルツ         １組 ～  ９組  （238 ｴﾝﾄﾘｰ） 
       タンゴ         １組 ～  ７組  （173 ｴﾝﾄﾘｰ） 
１４：４０ ダンスタイム  
１４：５０ 個人演技発表 (正装 1 部) 
       チャチャチャ      １組 ～  １組  （9 ｴﾝﾄﾘｰ） 
       ルンバ         １組 ～   １組  （8 ｴﾝﾄﾘｰ） 
       サンバ         １組 ～   １組  （6 ｴﾝﾄﾘｰ） 
１５：００ 個人演技発表 (正装２部) 
       ワルツ          １組 ～  ５組  （62 ｴﾝﾄﾘｰ） 
       スローＦ         １組 ～  ３組  （31 ｴﾝﾄﾘｰ） 
       タンゴ          １組 ～  ５組  （59 ｴﾝﾄﾘｰ） 
１５：３０ ダンスタイム 
１５：４５ 支部対抗戦 

①シニアⅤ (ルンバ)      ⑥シニアⅣ (ワルツ) 
②シニアⅤ (ワルツ)      ⑦シニアⅣ (チャチャチャ) 
③シニアⅤ (チャチャチャ)     ⑧シニアⅣ (タンゴ) 
④シニアⅤ (タンゴ)       ⑨シニアⅢ (サンバ) 
⑤シニアⅣ (ルンバ)      ⑩シニアⅢ (スローフォックストロット) 

１６：３０ 終了 
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第２１回 県民スポーツ・レクリエ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） 

委 員 長  天 野   一 (静岡県レクリエーション協会会長） 

副 委 員 長  秋 山  勇 雄 (静岡県レクリエーション協会副会長） 

  福 永  秀 樹 (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) 大 沼  元 康 (SDSF 副会長) 

 海野 美代子 (SDSF 副会長・事務局長) 

実行委員長 柳 川  正 勝 (SDSF 副会長･普及本部長）   

副実行委員 大 島  喜 六 (東部支部長) 小 川  陽 子 (中部支部長) 鈴 木  康 介 (西部支部長) 

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 (DC ﾐｶ) 佐 々 木  好 古 (DC ﾐｶ)   

ミ キ サ ー 田 崎  秀 樹 (DC ﾐｶ) 名 波  八 千 代 (DC ﾐｶ)   

出 場 係 大河原 敏朗 (SDSF 常任理事) 梅 島  周 次 (DC ﾐｶ) 渡 部  孝 満 (DMC 葵) 

 片 野   進 (SDSF 理事) 西 嶋  一 人 (SDSF 理事) 原 田  末 信 (SDSF 常任理事) 

 稲 垣  照 雄 (SDSF 常任理事) 本 村  幹 夫 (SDSF 常任理事)  杉 山  典 克 （SDSF 理事) 

会 場 係 佐 藤  清 蔵 (SDSF 常任理事) 後 藤   徹 (SDSF 理事) 牧 野  正 道 (SDSF 理事) 

 小 山  茂 樹 (SDSF 理事) 稲 垣  由 明 (ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞｸﾞﾚ-ｽ) 田 辺  友 信 (ODC) 

 寺 尾   勉 (DC ﾐｶ)     

受 付 係 大 坪  義 朗 (DC ﾐｶ) 高 橋  雅 子 (DC ﾚｻﾞﾝ) 岩崎 恵美子 (DSC 中部) 

 小 菅   睦 (DC ｱﾘｽ) 小 山  美 津 子 (SDSF 理事) 木 内  陽 子 (ﾕｰｽ DSC) 

 豊 田  好 子 (SDSF 理事) 原 田  千 乃 (ｻｰｸﾙｼﾞｭﾈｽ)   

接 待 係 小 川  陽 子 (SDSF 常任理事) 吉 村  茂 子 (ﾓｰｳﾞ DC) 勝山 東海廣 (双葉) 

救 護 金 子  泰 子 (浜松DSC 富塚) 杉 田  紘 江 (OS7)   

庶 務 渡 辺  定 弘 (SDSF 副会長) 森 本  敏 子 (DC ﾐｶ) 大 坪  悦 子 (DC ﾐｶ) 

会 計 後 藤  光 子 (追手ｸﾗﾌ )゙     

採 点 管 理 鈴 木  俊 明 (SDSF 常任理事) 小 森  将 博 (ﾕｰｽ DSC) 田中 ひとみ (ﾕｰｽ DSC) 

回 収 戸塚 美保子 (SDSF 常任理事) 佐藤 美智 子 (ｶﾖｰﾊｰﾄ)   

審 判 長 鈴 木  康 介 (SDSF 常任理事)     

審 判 員 大 島  喜 六 （東部支部） 西 嶋  一 人 （東部支部）   

 溝 口    稔 （中部支部） 大 河 原  敏 朗 （中部支部）   

 金 子  和 裕 （西部支部） 本 村  幹 夫 （西部支部）   
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御 挨 拶御 挨 拶御 挨 拶御 挨 拶 
 

                    第 21 回県民スポーツ・レクリエーション祭 

                  実行委員会 会 長   天 野   一 

 

 

 

 

第 21 回県民スポーツ・レクリエーション祭を開催するにあたり一言ご挨拶を申し上げま

す。 

 さて、先般ロシアのソチで開催されました冬季オリンピック・パラリンピックで羽生結弦

選手をはじめ多くの東北出身の選手が大活躍をされ、スポーツを通して被災者をはじめ日本

国民に勇気と力を与えてくれました。 

 また、昨年東京オリンピック・パラリンピックの開催が決定され６年後の大会に向けて各

方面で準備が始まりました。 

 ご承知のとおり、オリンピックは「オリンピック憲章」に明記されていますとおり勝ち負

けだけの世界ではなく、人種・宗教・思想・性別等を超越して健康で幸福な社会をつくるた

めに行うスポーツ・文化の祭典であります。 

さて、静岡県教育委員会及び静岡県レクリエーション協会では県民の健康・体力づくりの

一端を担うとともに、スポーツ・レクリエーション愛好者の拡大と、健康・体力づくり指導

者の充実を図るために今年も「第２１回県民スポーツ・レクリエーション祭」を開催します。 

 県民の皆さんが「健康で明るく、生きがいのある生活」をするためにも「各ライフステー

ジに応じたスポーツ・レクリエーションの振興」を推進する事が大切だと思います。 

そうした意味から、この県民スポーツ・レクリエーション祭には大きな期待がかけられてい

ます。 

おかげでこの事業も皆様方のご尽力により、本年も３９種目で１４，０００人の県民の皆

様が、東は伊豆の国市から西は浜松市まで、県下１４市でスポーツに親しんでいただき、そ

の規模も一層拡大されて、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。 

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・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一助となる祭典になれば幸いです。 

 結びに、本祭典を開催するにあたり、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 26 年 4 月吉日 
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 ごあいさつ ごあいさつ ごあいさつ ごあいさつ 

    

                   

静岡県ダンススポーツ連盟 

会 長  金 子  和 裕 

 

本日は恒例となりました第２６回「大舞踏会」には県内各地から大勢の皆様にご参加いただ
き今年も盛大に開催することができました。 
ご参加いただきましたサークル長はじめ会員皆様には心から感謝申し上げます。 
今回は、久しぶりの静岡県武道館での開催となりいろいろご不便をおかけしておりますが、
いつものように大勢のご参加をいただきありがとうございます。 
 
この大舞踏会は競技主体となりがちな昨今のダンススポーツ活動の中にあって、唯一非競技
のダンスイベントとして本連盟発足当時より毎年開催され今日まで至っております。 
本連盟も発足以来２６年目を迎え、ダンスの楽しさやダンス踊る歓びをもっと多くの人に伝
え、ダンスの楽しさを知ってもらう活動が必要であり、誰とでも簡単にダンスを楽しめるよ
うな環境を整えることが今求められていると思います。 
年齢を問わず音楽に合わせて体を動かし、しかも男女が共に楽しめるスポーツはダンスしか
ありません。 
 
皆さんもご承知かと思いますが、今ダンスを取り巻く法律、いわゆる風俗営業法が改正され
ようとしています。 
法律違反にならずに、アマチュア、プロ問わず自由にダンスを教えたり、またダンスが踊れ
る環境を整えつつあります。 
今まで私たちのダンスは、スポーツだ！プロの営業とは違い風俗営業対象のダンスではな
い・・・ということで、競技主体にアマチュアとしてのダンス活動を進めてまいりましたが、
この間ダンスの本質的な部分を置き去りにしてしまいました。 
 
ダンスは我々の競技スタイルのダンスだけではなく、いわゆる社交ダンスといわれる誰とで
も踊れるワールドスタイルダンスが世界的には普及と言われています。 
風適法の改正によりダンスが風俗営業ではなくなる今、私たちはもう一度いわゆる社交ダン
スを見直し、競技だけでなく誰とでも楽しく踊れるダンス本来の楽しさもう一度見直し、ダ
ンス普及、底辺の拡大としてこのワールドスタイルダンスの普及を進めてまいりたいと思い
ます。 
 
そして、この大舞踏会がこれからの新しいダンススタイル普及の先駆けとなるようにしてい
きたいと思います。今後いろいろな場面でご紹介してまいりたいと思いますのでご期待くだ
さい。 
本日は日頃のサークル練習の成果を十分発揮され、一日ダンスを楽しんで頂ければ幸いです。 
 

 

平成２６年９月２８日 
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                    サークル演技発表（第１部） 

★１－１ ★１－１ ★１－１ ★１－１ 

サークル名 ： ＤＣクローバー          所   属 ：中部支部 

代 表 者 ： 山口 正義               指 導 者：夏目 和夫・寿乃（プロ） 

演 技 種 目 ： ワルツ          

サークル紹介： 毎週水曜日午後６時より大里生涯学習センターで楽しく活動しております。 

        大舞踏会は今回で２回目です。日頃の練習成果をお見せできる様に頑張っ 

        てきました。私たちの健闘をお楽しみください。 

 

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 

小野田 善保 吉田 陽子 鈴木 実 芝原 初枝 岸端 隆 岸端 芳美 

山口 正義 山口 靖代 高田 順一 堂本 栄子 小澤 昭 松岡 貞喜 

杉本 裕 杉本 正子 出島 健次 熊切 多賀子 佐藤 松造 後藤 千津子 

    

★１－２１－２１－２１－２ 

サークル名 ：ユースＤＳＣ（水曜教室）   所   属 ：東部支部 

代 表 者 ：柳川 正勝                指 導 者：高田 光康（アマ） 

演 技 種 目 ：メレンゲ＆ルンバ         

サークル紹介：私達ユースＤＳＣ水曜教室は、入門並びに初級クラスとして活動しており 

       大舞踏会の参加は２度目になります。今年度は、ダンスの原点に戻り楽しく 

       踊ることを目標に掲げ、これまで全くやった事の無かったメレンゲにも挑戦 

しています。笑顔で踊り通せ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 

羽切 稔 野木 美恵子 高田 光康 山田 恵子 中山 喜久 大木 紹江 

村松 千鶴子 渡邊 信子 室伏 良美 杉山 ミヨ 植松 欽一 岩村 加代子 

大田 輝一 森 久子 高橋 幸一 荻田 元子   

    

★１－３ ★１－３ ★１－３ ★１－３ 

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 ： ルンバ       

 

 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 池田 さかゑ 山岡 信行 松本 則子 小山 皓江 大石 美代子 

小山 茂樹 湊 弘子     

    

★１－４ ★１－４ ★１－４ ★１－４ 

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 ： ルンバ               

 

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 鈴木 美代子 勝亦 成光 山田 はる 尾崎 司郎 増田 昌子 

冨田 憲二 尾崎 よし江     
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★１－５ ★１－５ ★１－５ ★１－５ 

サークル名 ： ＯＳ７（ＤＳＳ２１）    所   属 ：東部支部 

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

演 技 種 目 ： ルンバ 

サークル紹介： サークル合同の参加者のみのルンバです。若干の経験年数の違いはありますが 

        基本のむずかしさを感じながら毎日がんばっています。今日この、静岡県武道館 

        に参加できることの幸せ、健康であればこそ感謝し頑張りたいと思います。 

 

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 

杉田 紘江 六本木 春江 河辺  哲彦 長崎 美智子 杉田 尚 山口 悦子 

大島 喜六 永岡 美津子 細野 秀雄 滝本 佳始代 大津 和男 大津 すみ江 

河辺 彩子 鈴木 ユリ子 岩村 政栄 長末 郁代 山浦 国男 石川 八重子 

    

★１－６ ★１－６ ★１－６ ★１－６ 

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 ： チャチャチャ・ルンバ メドレー 

サークル紹介： レディースフローラは女性だけの、ダンスと笑いと、おしゃべり大好き集団 

        です。とにかくベーシックをしっかり踊りたいという目標をもって、チャチャ 

        チャとルンバを練習してきました。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 

山添 節子 赤堀 和子 伊賀 すみ子 橋本 久美子 美和 とみ子 木全 臣子 

景山 佐知子 牧沢 静子 市川 洋子 藤井 久恵 竹内 文江 小野田 好代 

小池 やす子 外山 真理     

    

★１－７ ★１－７ ★１－７ ★１－７ 

サークル名 ： ＤＣマーガレット         所   属 ：中部支部 

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

演 技 種 目 ： ワルツ           

  

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 花井 福 

青木 丈 青木 正美 岩崎 聿男 宮本 典子 寺尾 勉 山田 高江 

小川 陽子 掛井 孝子     

 

★１－８１－８１－８１－８ 

サークル名 ： ユースＤＳＣ（月曜教室）  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 ：  ルンバ              

サークル紹介： パーティで楽しく踊れる標準ステップに演技発表できるようなフィガーで 

        構成しました。ご声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 

秋場 榮作 芹澤 やよい 梅島 和三郎 木内 陽子 小畑 芳男 堤 京子 

小磯 光正 伊東 まさ子 山田 和美 鈴木 直子 平柳 正滋 平柳 重子 

平山 隆造 宮代 妙子 宮代 源一 苫米地千世子 藤田 昇 岡 さとみ 

堤 清紘 茨木 静江 漆畑 与四郎 大塚 可賀子 久保田 元治 神尾 二三代 

三沢 輝夫 丸山 美枝子 小森 将博 大南 よしえ 岡 省三 久保田 静 

鈴木 俊明 細田 ミツ江     
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★１－９ ★１－９ ★１－９ ★１－９ 

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：服部 正（プロ） 

演 技 種 目 ： Ｃ・Ｒ・Ｓメドレー    

サークル紹介： 毎週火曜日夜７：３０～９：００西奈公民館で練習している現在１０組の 

        サークルです。毎度のことながら今回もモダン、ラテン共に３種目メドレー 

        の為、日曜練習会も利用して必死に取り組んでいます。 

        誰もが歳を重ねる中、頭も身体もフル活動で！！！！ 老化、劣化を感じさせな 

        い躍動感を見せられたら幸いです。変形にも注目してください。 

    

 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 

稲垣 由明 川口 千恵子 赤井 康男 赤井 かや子 水野 敏明 水野 智子 

大町 豊 辻 文子 加藤 雅一 笠井 照恵 海野 東一 青島 満代 

大庭 一枝 宮岡 和子 杉山 昌平 大池 純世 渡辺 健次 近藤 訓子 

幸田 良一 幸田 光子     

    

★１－１０ ★１－１０ ★１－１０ ★１－１０ 

サークル名 ： カヨーハート（火曜クラス） 所   属 ：中部支部 

代 表 者 ： 佐藤 清蔵               指 導 者：佐藤 美智子（アマ） 

演 技 種 目 ： チャチャチャ・ルンバ  

サークル紹介： 私達火曜クラスは、初級クラスとしてはじめました。皆、一生懸命、汗だくで 

        頑張っています。お互いにわからないところを教えあって和気あいあい、楽しい 

        ます。まだまだつたないラテンですが温かい御声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 

長谷川 計之 鈴木 みづほ 青木 丈 松井 麻代 小澤 新二 井上 いく子 

水野 清平 田中 千鶴子 滝 茂吉 澤木 真由美 小松 義晴 斉 陽子 

白鳥 のりお 豊島 淑子 杉山 靖浩 山田 尚子 鈴木 英一 武田 喜久代 

高林 英夫 水野 裕子     

    

★１－１１ ★１－１１ ★１－１１ ★１－１１ 

サークル名 ：ベーシックＤＳＣ      所   属 ：中部支部 

代 表 者 ：小松 幸夫               指 導 者 ：高林 寿一・高林 美穂（アマ） 

演 技 種 目 ：ルンバ・チャチャチャ 

サークル紹介：ルンバ・チャチャチャのメドレーをリズムに乗り楽しく踊ります。 

        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 

伊藤 正好 大石 良子 望月 久史 望月 治美 藤山 信之 藤山 久枝 

高林 英夫 高林 輝子 高林 寿一 望月 令子 小松 幸夫 望月 トミエ 

    

★１－１２ ★１－１２ ★１－１２ ★１－１２ 

サークル名 ： サークル ヒーロー アンダンテ 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         

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 

安藤 勝康 西川 由美子 伊藤 悦子 御宿 とみゑ 加藤 功 丸山 るみ子 

鈴木 密生 山田 啓子 寺田 憲司 林 俊恵 中村 直史 鈴木 恵子 

平野 舜策 大場 ナミ子 御宿 博 奥野 恵代 山下 進 石川 幸子 

渡辺 真孝 井手 真佐代     
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★１－１３ ★１－１３ ★１－１３ ★１－１３ 

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：高橋 雅子（アマ） 

演 技 種 目 ： ベーシックラテン             

サークル紹介： 焼津、鎌田で練習しています。初級クラスのメンバーです。 

        仲間を大募集中です！ ！ ！ ！ 興味を持っていただけた方はメンバーに、お声 

        掛けください。 

 

 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 

望月 潔 川崎 幸代 石上 司 原川 美鈴 池谷 光男 川上 弘子 

村田 耕一 湯浅 房子 杉山 純一 海野 徳子 名波 秋夫 石川 ふぢ子 

大石 菊雄 大橋 一江 内藤 升美 鈴木 るり子 高橋 雅子 竹澤 久美子 

竹下 光秀 田中 幸子 森 憲一郎 中谷 啓子 石上 正明 鈴木 三保子 

    

★１－１４ ★１－１４ ★１－１４ ★１－１４ 

サークル名 ： ジュネス          所   属 ：西部支部 

代 表 者 ： 原田 末信           指 導 者 ：金子 和裕（アマ） 

演 技 種 目 ： タンゴ＆ワルツのメドレー  

サークル紹介： サークルジュネスは、会員相互の親睦を図りながらダンススポーツの 

        技術向上を目指して週一回の練習に励んでします。 

        今回は、タンゴ・ワルツをメドレーで踊ります 

 

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 平谷 栄作 平谷 静代 山下 由實 山下 厚子 

清水 康晴 清水 澄子 繁野 守毅 繁野 由紀江 宮崎 親佳 宮崎 厚子 

    

★１－１５ ★１－１５ ★１－１５ ★１－１５ 

サークル名 ： ＯＤＣ          所   属 ：中部支部 

代 表 者 ： 田辺 友信           指 導 者 ：  

演 技 種 目 ： タンゴ                 

サークル紹介： 私達は毎週土曜日、長田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、さらにスポーツダンスを通じて 

        会員の親睦や楽しく健康増進を図ることを目的としています。   

        今回はタンゴで参加します。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 松平 妃佐子    永田 勝弘 佐藤 のり子 大村 清 堀川 敏江 

    

★１－１６ １－１６ １－１６ １－１６ 

サークル名 ： ＤＭＣ葵            所   属 ：中部支部 

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

演 技 種 目 ： チャチャチャ                 

 

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 

山下 義雄 山下 昌子 渡部 孝満 疋野 良江 増田 英雄 増田 淑子 

和田 松江 遠藤 静子 石川 昭夫 渕之上満喜子 桜井 大介 増田 恵子 

鈴木 ゆみか 石神 もと子     
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   サークル演技発表（第２部） 
★２－１ ★２－１ ★２－１ ★２－１ 

サークル名 ： ＤＣミカ（ダンスクラブエリカ）所   属 ：中部支部 

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

演 技 種 目 ： スタンダードメドレー  

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 

吉沢 昇 莊田 ふみ子 寺尾 勉 中村 恵子 竹下 昌宏 平野 光子 

平井 宏明 平井 由美子 小山 茂樹 小山 皓江 牧野 康雄 柴山 典代 

山本 清 山村 裕子 植田 英之 植田 加奈子 田崎 秀樹 名波 八千代 

    

★２－２２－２２－２２－２ 

サークル名 ： ユースＤＳＣ月曜教室   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 ：  チャチャチャ              

サークル紹介： 今年少し新しいフィガーを取り入れたチャチャチャです。 

        少し難しいタイミングですが、踊り切りたいと思います。 

ご声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 

秋場 榮作 岡 さとみ 梅島 和三郎 平柳 重子 小畑 芳男 大塚 可賀子 

小磯 光正 大南 よしえ 山田 和美 芹澤 やよい 平柳 正滋 久保田 静 

平山 隆造 丸山 美枝子 宮代 源一 鈴木 直子 藤田 昇 木内 陽子 

堤 清紘 伊東 まさ子 漆畑 与四郎 細田 ミツ江 久保田 元治 茨木 静江 

三沢 輝夫 神尾 二三代 小森 将博 宮代 妙子 岡 省三 苫米地千世子 

鈴木 俊明 堤 京子     

    

★２－３ ★２－３ ★２－３ ★２－３ 

サークル名 ：ベーシックＤＳＣ      所   属 ：中部支部 

代 表 者 ：小松 幸夫               指 導 者 ：高林 寿一・高林 美穂（アマ） 

演 技 種 目 ：ワルツ 

サークル紹介：二度目の挑戦です。笑顔で踊れるか、あたたかな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 

伊藤 正好 大石 良子 望月 久史 望月 治美 藤山 信之 藤山 久枝 

高林 英夫 高林 輝子 高林 寿一 望月 令子 小松 幸夫 望月 トミエ 

    

★２－４ ★２－４ ★２－４ ★２－４ 

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：高橋 雅子（アマ） 

演 技 種 目 ： パソタンゴ            

サークル紹介： 初級～上級までバリエーション中心に練習しています。 

        「生きている間に１０ダンスを！！！！」を目標にしています。毎週金曜日 

        １９：００～清水区長崎新田スポーツ交流センターにて活動、どなた 

        でも遊びに来てください。 

 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 

中澤 勇 高橋 雅子 小長井 孝平 小長井 弥生 西村 進 北川 暢子 

石羽根 久平 大塚 廣子 冨田 嘉文 内藤 升美 杉山 純一 久保田 雅代 

村田 耕一 川崎 幸代 池谷 光男 湯浅 房子   
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★２－５ ★２－５ ★２－５ ★２－５ 

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            

    

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 

小沢 友靖 石川 幸子 加藤 功 小林 美津子 鈴木 密生 山下 和 子 

田中 照代 丸山 るみ子 中村 直史 栗田 節子 中村 通生 青島 はま子 

平野 舜策 寺田 美枝子 藤倉 幸 奥野 恵代 渡辺 真孝 大場 ナミ子 

    

★２－６ ★２－６ ★２－６ ★２－６ 

サークル名 ： ＤＣマーガレット         所   属 ：中部支部 

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

演 技 種 目 ： ルンバ             

サークル紹介： 今年は初めての人を中心にルンバをベーシックを主として練習してきました。 

        ベテランも、もう一度初心にかえって心を一つにして発表に臨みます 

  

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 

三浦 賢吉 坂本 美代子 増田 英雄 増田 淑子 石川 昭夫 花井 福 

青木 丈 青木 正美 岩崎 聿男 宮本 典子 松永 直子 山田 高江 

小川 陽子 掛井 孝子 寺尾 勉 森田 真由子 牧田 寿夫 榑林 八重子 

杉浦 雅子 三浦 硯子     

    

★２－７ ★２－７ ★２－７ ★２－７ 

サークル名 ： ヴェルサＤＣ        所   属 ：中部支部 

代 表 者 ： 大石 眞由美         指 導 者 ：岩崎 千春・恵美子（アマ） 

演 技 種 目 ： ワルツ  

サークル紹介： 揃いのコスチュームのすそをなびかせ軽やかにステップをふみます。 

         「ここがみせどころよ！！！！」の先生の明るい声に答えられる演技ができれば 

        ハッピーな私たちです。 

 

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 

小泉 幸雄 鈴木 みつ子 松下 隆次 高柳 光子 平尾 守夫 山田 幸代 

斉藤 光雄 石垣 春江 林 光男 相澤 紀子 渡辺 重芳 長谷川 栄子 

坂田 幸一 望月 征江 中村 健一 左座 晴江 小林 義和 長島 花恵 

白倉 晃 上柳 文代 田辺 友信 岡村 三枝子   

    

★２－８２－８２－８２－８ 

サークル名 ： 木曜会                所   属 ：中部支部 

代 表 者 ： 中山 延士              指 導 者：渡部 孝満（アマ） 

演 技 種 目 ： チャチャチャ・ ルンバ                 

サークル紹介： 今回が３回目の挑戦です。 

       １０人息を合わせて楽しく元気に完璧を目ざして踊ります。 

 

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 

中山 延士 中山 弘子 渡部 孝満 柴田 和美 望月 義弘 館 弘子 

杉原 厚子 鈴木 あけみ 松岡 昌彦 松岡 喜代子   
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★２－９ ★２－９ ★２－９ ★２－９ 

サークル名 ： カヨーハート        所   属 ：中部支部 

代 表 者 ： 佐藤 清蔵               指 導 者：佐藤 清蔵（アマ） 

演 技 種 目 ： チャチャチャ・サンバのメドレー   

サークル紹介： 今回はチャチャチャ・サンバに挑戦します。カヨーハート（木曜クラス）は 

        年令もさまざま、キャリアも、性格もさまざまです。皆で楽しく一生懸命に 

        ダンスに取り組むことは皆一緒です。チャチャチャ・サンバはとてもむつか 

        しく汗だくで頑張っています。なかなか揃いませんが、ご声援よろしくお願 

        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 

岩田 雅義 山内 純子 大石 猪佐雄 大滝 好子 大澤 弘叔 大澤 清美 

鈴木 英一 竹市 洋子 鈴木 修實 鈴木 光 滝 茂吉 豊島 淑子 

水野 清平 水野 裕子 高林 英夫 小林 恵子 和田 光生 北川 暢子 

青木 紹之 松井 麻代 伏見 令一 大滝 菊映 宮田 英世 鈴木 みづほ 

藤岡 孝 井上 いく子 杉山 靖浩 青地 智子 春川 朝子 高木 洋子 

岩崎 博子 田中 千鶴子 佐藤 美智子 斉 陽子 佐藤 清蔵 大石 邦枝 

    

★２－１０ ★２－１０ ★２－１０ ★２－１０ 

サークル名 ： ビエンナ         所   属 ：東部支部 

代 表 者 ： 片野 進             指 導 者 ：片野 進（アマ） 

演 技 種 目 ： ルンバ            

サークル紹介： 沼津市、三島市、清水町に支部を置き「ダンスの輪を広げ、人の輪をつくろう」 

        をモットーにダンスの普及と親睦を図っています。レッスンでは「明るく、楽 

        しく、元気よく、そして仲良くを」を合言葉に、ベーシックを正しく踊るように    

        心掛けて取り組んでいます 

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 

片野 進 伊藤 ちず子 村山 忠彦 石井 煕子 小松 秀夫 岩瀬 京子 

野口 和也 野口 恵子 渡辺 和彦 栗田 美奈子   

    

★２－１１ ★２－１１ ★２－１１ ★２－１１ 

サークル名 ： ＯＤＣ          所   属 ：中部支部 
代 表 者 ： 田辺 友信           指 導 者 ：  
演 技 種 目 ： ルンバ                   
サークル紹介： 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。 
        今回はルンバを踊ります。ベーシックを基本に練習してきました。 
        一同楽しんで踊ります。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 堀川 敏江 永田 勝弘 田中 幸子 大村 清 松平 妃佐子 

佐藤 茂 佐藤 のり子     

    

 

★２－１２ ★２－１２ ★２－１２ ★２－１２ 

サークル名 ： ＤＣミカ（ミッキーハート） 所   属 ：中部支部 

代 表 者 ： 海野 美代子            指 導 者 ：夏目 和夫、寿乃（プロ） 

演 技 種 目 ： チャチャチャ           

サークル紹介： 毎週土曜日の夜、５組の団体で練習しています。 今回は、マイケルジャクソンの 

        曲で、テンポ良く、かっこよく！！ ！！ ！！ ！！ ショータイム風に仕上げました。最後の決め 

        ポーズが見せ場です・・・・・。 応援宜敷くおねがいします。 

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 

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 山城 邦子 竹澤 久美子   

-11-



★２－１３ ★２－１３ ★２－１３ ★２－１３ 

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               

 

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 

勝亦 成光 増田 昌子 尾崎 司郎 伊藤 精子 冨田 憲ニ 海野 文代 

牧野 正道 尾崎 よし江     

    

★２－１４ ★２－１４ ★２－１４ ★２－１４ 

サークル名 ： ＤＭＣ葵            所   属 ：中部支部 

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

演 技 種 目 ： ルンバ                 

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 

山下 義雄 山下 昌子 渡部 孝満 疋野 良江 増田 英雄 増田 淑子 

和田 松江 遠藤 静子 石川 昭夫 渕之上満喜子 桜井 大介 増田 恵子 

鈴木 ゆみか 石神 もと子     

    

    

★２－１５ ★２－１５ ★２－１５ ★２－１５ 

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           

 

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 小泉 幸雄 鈴木 みつ子 勝山 東海廣 杉本 智恵子 

小林 重之 小林 之江 後藤 徹 後藤 光子 植田 英之 見城 こずえ 

小山 茂樹 小山 皓江 鈴木 勇 服部 恒子 黒柳 四郎 佐藤 聰子 

    

★２－１６２－１６２－１６２－１６ 

サークル名 ： ユースＤＳＣ（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 ： タンゴ               

サークル紹介： ダンスは天使のようにステキです 

        天使のルンバを堪能してください 

  

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 

堤 清紘 長橋 里子 小森 将博 向坂 満智子 加藤 衛 大嶋 雅世 

勝又 勇 村松 千鶴子 飯田 源一 飯田 洋子 漆畑 与四郎 佐藤 法代 

久保田 元治 滝川 幸子 芹澤 胤亮 高野 順子 日吉 照郎 渡辺 のりこ 

塚原 信夫 田中 ひとみ     
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        サークル演技発表（第３部） 
★３－１ ★３－１ ★３－１ ★３－１ 

サークル名 ： カヨーハート            所   属 ：中部支部 
代 表 者 ： 佐藤 清蔵              指 導 者：佐藤 美智子（アマ） 
演 技 種 目 ： ラテンメドレー（ソロ）   
サークル紹介： 全員で楽しくラテン（サンバ・ルンバ・チャチャチャ）をソロで踊ります。 
        横に、たてに、丸くと、形を変化させます。１人１人ベーシックを一生懸命 
        踊ります。ご声援よろしくお願いします。 
 

青柳 良孝 
 

岩田 雅義 
 

大石 猪佐雄 
 

大澤 弘叔 
 

佐藤 清蔵 鈴木 英一 
 鈴木 修實 

 
滝 茂吉 
 

水野 清平 
 

高林 英夫 
 

和田 光生 
 

青木 紹之 
 伏見 令一 

 
宮田 英世 
 

藤岡 孝 
 

立川 久 
 

望月 敏雄 
 

長谷川 計之 
 小松 義晴 小澤 新二 

 
白鳥 のりお 
 

杉山 靖浩 青木 丈 
 

岩崎 博子 
 大滝 菊映 

 
大澤 清美 
 

大滝 好子 
 

北川 暢子 
 

田中 千鶴子 
 

豊島 淑子 
 佐藤 美智子 

 
鈴木 光 
 

高木 洋子 
 

竹市 洋子 
 

春川 朝子 
 

水野 裕子 
 松井 麻代 

 
井上 いく子 
 

鈴木 みづほ 
 

武田 喜久代 
 

斉 陽子 
 

杉田 かおる 

山田 尚美 
 

望月 祐子 
 

澤木 真由美 
 

小林 恵子 
 

青地 智子 
 

藤山 久枝 

山内 純子 
 

     

    

★３－２ ★３－２ ★３－２ ★３－２ 

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：服部 正（プロ） 
演 技 種 目 ： Ｗ・Ｔ・Ｆメドレー    
サークル紹介： 毎週火曜日夜７：３０～９：００西奈公民館で練習している、現在１０組 
        のサークルです。毎度のことながら今回もモダン、ラテン共に３種目メドレー 
        の為、日曜練習会も利用して必死に取り組んでいます。 
        誰もが歳を重ねる中、頭も身体もフル活動で！！！！ 老化、劣化を感じさせな 
        い躍動感を見せられたら幸いです。変形にも注目してください。    
 

 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 

稲垣 由明 川口 千恵子 赤井 康男 赤井 かや子 水野 敏明 水野 智子 

大町 豊 辻 文子 加藤 雅一 笠井 照恵 海野 東一 青島 満代 

大庭 一枝 宮岡 和子 杉山 昌平 
 

大池 純世 
 

渡辺 健次 近藤 訓子 

幸田 良一 
 

幸田 光子 
 

    

    

★３－３ ★３－３ ★３－３ ★３－３ 

サークル名 ： ヴェルサＤＣ       所   属 ：中部支部 
代 表 者 ： 大石 眞由美        指 導 者 ：中込 悟（プロ） 
演 技 種 目 ： ルンバ  
サークル紹介： コスチュームを新調して参加しました。 
        御指導してくださる先生の様な身のこなしは、ほど遠い願望ですが 
        楽しくレッスンに励んでいます。 
 

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 

林 光男 
 

中山 喜久代 
 

松下 隆次 
 

猪浦 美智子 
 

坂田 幸一 
 

坂田 幸子 
 中村 健一 

 
山田 幸代 
 

渡辺 重芳 
 

高柳 光子 
 

小泉 幸雄 
 

岡村 三枝子 
 小林 義和 

 
高橋 登美子 
 

平尾 守夫 
 

鈴木 みつ子 
 

斉藤 光雄 
 

相澤 紀子 
 田辺 友信 

 
左座 晴江 
 

白倉 晃 
 

長谷川 栄子 
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★３－４ ★３－４ ★３－４ ★３－４ 

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 ： パソドブレ         

  

 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 杉村 秀子 山岡 信行 池田 さかゑ 大石 美代子 松本 則子 

小山 皓江 鈴木 とよ 小山 茂樹 湊 弘子   

    

★３－５ ★３－５ ★３－５ ★３－５ 

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 ： スローフォックストロット 

サークル紹介： 今年度は、スローに挑戦します。上手くいかないところも数々ありますが 

        日頃のレッスンを念頭に置き、力を合わせて楽しい発表としたいと思います。 

 

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 

大島 喜六 近 千恵子 細野 秀雄 加藤 逸子 杉田 尚 福島 和代 

岩村 政栄 伊賀 みどり 河辺 哲彦 河辺 彩子 大津 和男 中村 孝子 

    

★３－６ ★３－６ ★３－６ ★３－６ 

サークル名 ： ＤＣクローバー           所   属 ：中部支部 

代 表 者 ： 山口 正義               指 導 者：夏目 和夫・寿乃（プロ） 

演 技 種 目 ： ルンバ          

サークル紹介： 毎週第１水曜日午後６時半より大里生涯学習センターでミニパーティーを 

        開催しております。ダンスの成果や人とのふれあい、絆、で親睦の場を提供中！ ！ ！ ！ 

        さあーレッツダンス・・・・・ＤＣクローバーです。 

 

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 

小野田 善保 坪谷 登女 鈴木 実 堂本 栄子 岸端 隆 神保 和代 

山口 正義 吉田 陽子 高田 順一 山口 靖代 小澤 昭 瀧本 園恵 

杉本 裕 中澤 康代 出島 健次 杉本 正子 佐藤 松造 海野 悦子 

小長井 耕作 熊切 多賀子 小松 幸夫 望月 トミエ   

    

★３－７ ★３－７ ★３－７ ★３－７ 

サークル名 ： ＤＣティンカーベル      所   属 ：中部支部 
代 表 者 ： 杉山 鈴代             指 導 者：杉山 鈴代（アマ） 
演 技 種 目 ： Ｊｕｍｂｌｅ Ｄａｎｃｅ（ジャンブルダンス）  
サークル紹介： ジャンブルダンスとはいろいろなダンスを取り組んで創作したダンスです。 
        今回で二回目の参加になりますが、新人２名を迎えボランティア活動を 
        しながら日々練習を重ねてきました。２名は日も浅いのですが一生懸命 
        頑張っております。みな様のあたたかな心で応援宜しくお願いします。 
        女性ばかり７名で頑張るぞ～ 
 

榊原 康代 佐藤 悦子 佐藤 典子 杉山 鈴代 福島 万里子 谷沢 恵子 

安池 明恵      
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★３－８ ★３－８ ★３－８ ★３－８ 

サークル名 ： カヨーハート（月曜クラス） 所   属 ：中部支部 

代 表 者 ： 佐藤 清蔵               指 導 者：佐藤 清蔵（アマ） 

演 技 種 目 ： ワルツ   

サークル紹介： 月曜日に毎週練習しています。カップルの練習が多いです。皆もくもくと 

        自分達のダンスを踊っています。おもい通りに踊れないと言いあいながら 

        毎回毎回一生懸命です。あたたかい御声援をよろしくお願い致します。 

 

 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 

青木 紹之 岩崎 博子 大澤 弘叔 大澤 清美 大石 猪佐雄 大滝 好子 

鈴木 修實 鈴木 光 滝 茂吉 豊島 淑子 立川 久 杉田 かおる 

水野 清平 水野 裕子 望月 敏雄 望月 祐子   

 

★３－９３－９３－９３－９ 
サークル名 ：ユースＤＳＣ（金曜教室）   所   属 ：東部支部 
代 表 者 ：柳川 正勝                指 導 者：寺田 豊司（アマ） 
演 技 種 目 ：ルンバ             
サークル紹介：ファイト！ ファイト！  ファイト！ ファイト！  ファイト！ ファイト！  ファイト！ ファイト！  とにかく頑張りま～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 

岡田 敏和 
 

亀田 昭代 日吉 照郎 
 

萩原 津由 
 

三沢 輝夫 野知 美恵子 

漆畑 与四郎 荒井 道子 高遠 秀明 芹澤 佳子 森川 和明 
 

森川 美智子 

渡辺 敏明 一杉 正子 芹沢 浩 
 

関 久子 
 

小野寺 峯雄 
 

長谷川 和子 
 末廣 才備 

 
末廣 久美子 
 

塚原 信夫 
 

藤井 明子 
 

芹澤 胤亮 
 

小野寺 幸子 
 久保田 元治 

 
梅原 通江 
 

    

 
★３－１０ ★３－１０ ★３－１０ ★３－１０ 
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 ： ワルツ         

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 

小泉 幸雄 鈴木 みつ子 勝山 東海廣 杉本 智恵子 後藤 徹 後藤 光子 

植田 英之 見城 こずえ 小山 茂樹 小山 皓江 小林 重之 小林 之江 

大坪 義朗 大坪 悦子 黒柳 四郎 佐藤 聰子 鈴木 勇 服部 恒子 

    

★３－１１ ★３－１１ ★３－１１ ★３－１１ 

サークル名 ： ＤＭＣ葵              所   属 ：中部支部 
代 表 者 ： 高林 寿一              指 導 者：高林 賢治（プロ） 
演 技 種 目 ： チャチャチャ － ルンバ                
サークル紹介： アバの曲に乗って美しいフォーメーションを見せるのは、ＤＭＣ葵です。 
        様々な年齢の参加者がこの日のために集まり、練習した成果をご覧ください。 
        迫力のチャチャチャ、魅惑のルンバをあなたもごいっしょに！ ！ ！ ！ 

    

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 

高林 寿一 堀 夫紀子 渡部 孝満 
 

松山 静子 新岡 元 中澤 章子 

遠藤 道男 松本 とき枝 木村 百華 大森 久美子 小林 哲也 藤山 久枝 

高林 美穂 小野田 有代     
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３－１２ ３－１２ ３－１２ ３－１２ 

サークル名 ： ニューフレンズ           所   属 ：東部支部 
代 表 者 ： 伏見 隆夫               指 導 者：土屋 時男/上田 千佳（プロ） 
演 技 種 目 ： ワルツ／タンゴメドレー 
サークル紹介： 団体レッスンの後でフォーメーションの練習をしましたが、思うように 
        練習できませんでした。一生懸命踊りますので暖かいご声援をよろしく 
        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 

戸田 道夫 村島 洪子 伏見 隆夫 鈴木 佳子 本澤 繁男 本澤 弘子 

南 日智 小林 久子     
     

★３－１３ ★３－１３ ★３－１３ ★３－１３ 

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 佐和子（アマ） 

演 技 種 目 ： ルンバ 

サークル紹介： 浜松ＤＳＣエガオです。今日でサークル結成１０年目になりました。 

        今日は、すてきな曲にのってルンバを踊ります。笑顔で踊りますので 

        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 

住岡 定敬 橋本 久美子 西尾 卓治 藤井 久恵 鈴木 英明 岡田 いそ子 

安田 二郎 田中 房枝 景山 佐和子 牧沢 静子   

    

★３－１４ ★３－１４ ★３－１４ ★３－１４ 

サークル名 ： ＤＣミカ（ダンスクラブエリカ） 所   属 ：中部支部 

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

演 技 種 目 ： ラテンメドレー     

       

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 

小山 茂樹 小山 皓江 牧野 康雄 柴山 典代 植田 英之 植田 加奈子 

平井 宏明 平井 由美子 山本 清 山村 裕子   

    

★３－１５ ★３－１５ ★３－１５ ★３－１５ 

サークル名 ： 浜松ＤＳＣ富塚         所   属 ：西部支部 

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

演 技 種 目 ： ワルツ＆タンゴメドレー                

サークル紹介： 私達、浜松ＤＳＣ富塚は競技選手サークルで、あまりフォーメーションの 

        練習はしていません。フォーメーションらしく楽しく踊れる様練習しました。 

 

 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 石塚 綾子 松本 安弘 松本 和子 

大澤 清 大澤 富枝 水野 晃成 神村 節子 重富 守夫 重富 美代子 
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        個人演技発表（平服）
★チャチャチャ １組★チャチャチャ １組★チャチャチャ １組★チャチャチャ １組 ★チャチャチャ ２組★チャチャチャ ２組★チャチャチャ ２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
杉田 紘江 六本木 春江 OS7(DSS21) 滝 茂吉 澤木 真由美 ｶﾖｰﾊｰﾄ
杉山 純一 鈴木 るり子 DCﾚｻﾞﾝ 鈴木 密生 鈴木 恵子 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ
河辺 彩子 鈴木 ユリ子 OS7(DSS21) 加藤 功 林 俊恵 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ
高林 寿一 堀 夫紀子 DMC葵 美和 とみ子 牧沢 静子 ﾚﾃﾞｨｰｽﾌﾛｰﾗ
竹下 光秀 平谷 美香 DCﾚｻﾞﾝ 河辺 哲彦 福島 和代 OS7(OS)
大林 唯夫 島田 信子 浜松DSCﾓｱ 小林 哲也 藤山 久枝 DMC葵
岡田 敏和 長谷川 和子 ﾕｰｽDSC 寺田 豊司 藤井 明子 ﾕｰｽDSC
山浦 国男 大津 すみ江 OS7(いちご) 住岡 定敬 藤井 久恵 浜松DSCｴｶﾞｵ
牧野 正道 増田 昌子 東益津DC 杉山 靖浩 田中 千鶴子 ｶﾖｰﾊｰﾄ
小池 やす子 赤堀 和子 浜松F&B 佐藤 松造 瀧本 園恵 DCｸﾛｰﾊﾞ
森川 和明 森川 美智子 ﾕｰｽDSC 大坪 義朗 大坪 悦子 DCﾐｶ
岩崎 聿男 松永 直子 DCﾏｰｶﾞﾚｯﾄ 大石 菊雄 大橋 一江 DCﾚｻﾞﾝ
小松 義晴 山田 尚子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 水野 清平 斉 陽子 ｶﾖｰﾊｰﾄ
中村 通生 山田 啓子 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ 伊藤 悦子 西川 由美子 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ
大河原 敏朗 山下 まゆみ 島田月曜会 小長井 耕作 芝原 初枝 DCｸﾛｰﾊﾞ
平尾 守夫 左座 晴江 ｳﾞｪﾙｻDC 中原 梅男 山田 幸代 ｳﾞｪﾙｻDC
白鳥 のりお 佐藤 美智子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 小沢 友靖 山下 和子 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ
小林 哲也 高林 美穂 DMC葵 先生 武司 佐藤 典子 DCﾃｨﾝｶｰﾍﾞﾙ
石上 司 高橋 雅子 DCﾚｻﾞﾝ 吉沢 英輔 佐藤 悦子 DCﾃｨﾝｶｰﾍﾞﾙ
久保田 元治 芹澤 やよい ﾕｰｽDSC 良知 弘章 紅林 伸枝 ﾀﾞﾝｽﾅｯﾂ
芹沢 浩 亀田 昭代 ﾕｰｽDSC 山下 進 御宿 とみゑ ｻｰｸﾙﾋｰﾛ
秋場 榮作 丸山 美枝子 ﾕｰｽDSC 杉本 裕 後藤 千津子 DCｸﾛｰﾊﾞ
鈴木 実 海野 悦子 DCｸﾛｰﾊﾞ 近藤 統之 後藤 光子 追手ｸﾗﾌﾞ
大津 和男 河辺 彩子 OS7(OS) 渡辺 和彦 栗田 美奈子 DCﾋﾞｴﾝﾅ
渡辺 和彦 塩谷 薫子 DCﾋﾞｴﾝﾅ 宮代 源一 宮代 妙子 ﾕｰｽDSC
稲村 稔 稲村 千枝子 ｴｲﾄ 望月 義弘 館 弘子 ﾌﾚｯｼｭDC
渡辺 敏明 一杉 正子 ﾕｰｽDSC 田辺 友信 下山 由紀子 ｳﾞｪﾙｻDC
安池 達夫 安池 明恵 DCﾃｨﾝｶｰﾍﾞﾙ 岡 省三 伊東 まさ子 ﾕｰｽDSC

★チャチャチャ ３組★チャチャチャ ３組★チャチャチャ ３組★チャチャチャ ３組 ★チャチャチャ ４組★チャチャチャ ４組★チャチャチャ ４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
吉沢 登 榑林 道江 ﾀﾞﾝｽﾒｲﾂ 鈴木 修實 鈴木 光 ｶﾖｰﾊｰﾄ
宮田 英世 鈴木 光 ｶﾖｰﾊｰﾄ 竹内 文江 木全 臣子 ﾚﾃﾞｨｰｽﾌﾛｰﾗ
小林 義和 鈴木 みつ子 ｳﾞｪﾙｻDC 芹澤 胤亮 末廣 久美子 ﾕｰｽDSC
渡部 孝満 鈴木 あけみ 木曜会 秋場 榮作 苫米地千世子 ﾕｰｽDSC
望月 敏雄 望月 祐子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 永田 勝弘 田中 幸子 ODC
森 憲一郎 内藤 升美 DCﾚｻﾞﾝ 小泉 幸雄 長谷川 栄子 ｳﾞｪﾙｻDC
村田 耕一 湯浅 房子 DCﾚｻﾞﾝ 河辺 哲彦 中村 孝子 OS7(OS)
伊藤 洋 田中 照代 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ 石上 正明 竹澤 久美子 DCﾚｻﾞﾝ
杉田 紘江 長末 郁代 OS7(DSS21) 塚本 滋 滝沢 ふさ江 島田月曜会
林 光男 長島 花恵 ｳﾞｪﾙｻDC 山岡 信行 大石 美代子 DCﾋﾟｺ
杉山 純一 長島 すみ子 DCﾚｻﾞﾝ 大河原 敏朗 大石 きよ子 島田月曜会
河辺 彩子 長崎 美智子 OS7(DSS21) 小林 哲也 大森 久美子 DMC葵
高田 順一 中澤 康代 DCｸﾛｰﾊﾞ 加藤 功 大場 ナミ子 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ
大島 喜六 石川 八重子 OS7(いちご) 山添 節子 赤堀 和子 ﾚﾃﾞｨｰｽﾌﾛｰﾗ
青木 丈 青木 正美 DCﾏｰｶﾞﾚｯﾄ 名波 秋夫 石川 ふぢ子 DCﾚｻﾞﾝ
岸端 隆 杉本 正子 DCｸﾛｰﾊﾞ 杉山 靖浩 青地 智子 ｶﾖｰﾊｰﾄ
山城 邦子 水野 智子 ﾐｯｷｰﾊｰﾄ 滝 茂吉 松井 麻代 ｶﾖｰﾊｰﾄ
岡田 敏和 神尾 二三代 ﾕｰｽDSC 伊賀 すみ子 小野田 好代 ﾚﾃﾞｨｰｽﾌﾛｰﾗ
白倉 晃 上柳 文代 ｳﾞｪﾙｻDC 小長井 孝平 小長井 弥生 DCﾚｻﾞﾝ
小山 茂樹 松本 則子 DCﾋﾟｺ 水野 清平 山内 純子 ｶﾖｰﾊｰﾄ
大村 清 松平 妃佐子 ODC 佐藤 松造 山口 靖代 DCｸﾛｰﾊﾞ
榑林 五郎 秋田 昌子 ﾀﾞﾝｽﾒｲﾂ 大津 和男 山口 悦子 OS7(いちご)
平谷 栄作 山下 厚子 ｻｰｸﾙｼﾞｭﾈｽ 久保田 元治 細田 ミツ江 ﾕｰｽDSC
池谷 光男 原川 美鈴 DCﾚｻﾞﾝ 尾崎 司郎 海野 文代 東益津DC
細野 秀雄 近 千恵子 OS7(OS) 岩村 政栄 加藤 逸子 OS7(OS)
中村 直史 丸山 るみ子 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ 片野 進 塩谷 薫子 DCﾋﾞｴﾝﾅ
小池 やす子 外山 真理 ﾚﾃﾞｨｰｽﾌﾛｰﾗ 山田 和美 茨木 静江 ﾕｰｽDSC
秋場 榮作 茨木 静江 ﾕｰｽDSC 杉田 尚 伊賀 みどり OS7(OS)
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        個人演技発表（平服）
★チャチャチャ ５組★チャチャチャ ５組★チャチャチャ ５組★チャチャチャ ５組 ★ルンバ １組★ルンバ １組★ルンバ １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
水野 敏明 鈴木 裕子 ﾐｯｷｰﾊｰﾄ 河辺 彩子 永岡 美津子 OS7(DSS21)
西村 進 鈴木 るり子 DCﾚｻﾞﾝ 佐藤 松造 海野 悦子 DCｸﾛｰﾊﾞ
大庭 一枝 鈴木 あけみ ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞｸﾞﾚｰｽ 岩瀬 信一郎 京 照子 ﾀﾞﾝｽﾒｲﾂ
田辺 友信 堀川 敏江 ODC 村山 忠彦 芹沢 としみ DCﾋﾞｴﾝﾅ
藤岡 孝 北川 暢子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 中村 通生 栗田 節子 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ
小長井 耕作 坪谷 登女 DCｸﾛｰﾊﾞ 安池 達夫 佐藤 典子 DCﾃｨﾝｶｰﾍﾞﾙ
山口 美代治 池田 さかゑ DCﾋﾟｺ 滝沢 知治 山下 まゆみ 島田月曜会
柴田 修孝 谷沢 恵子 DCﾃｨﾝｶｰﾍﾞﾙ 辻村 喜平 山田  ひろ子 ﾎﾟｯﾌﾟｽﾀｰ
河辺  彩子 滝本 佳始代 OS7(DSS21) 平尾 守夫 山田 幸代 ｳﾞｪﾙｻDC
原田 末信 大林 みつ子 浜松DSCﾓｱ 小長井 孝平 小長井 弥生 DCﾚｻﾞﾝ
平山 隆造 大塚 可賀子 ﾕｰｽDSC 小川 陽子 松永 直子 DCﾏｰｶﾞﾚｯﾄ
大石 猪佐雄 大石 邦枝 ｶﾖｰﾊｰﾄ 杉原 厚子 松岡 喜代子 ﾌﾚｯｼｭDC
増田 英雄 増田 淑子 DCﾏｰｶﾞﾚｯﾄ 羽切 稔 杉山 ミヨ ﾕｰｽDSC
望月 潔 川崎 幸代 DCﾚｻﾞﾝ 八木 均 杉本 智恵子 モーヴＤＣ
岸端 隆 神保 和代 DCｸﾛｰﾊﾞ 大津 和男 石川 八重子 OS7(いちご)
植田 英之 植田 すみ江 追手ｸﾗﾌﾞ 石上 司 川上 弘子 DCﾚｻﾞﾝ
小沢 友靖 小林 美津子 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ 寺尾 勉 増田 淑子 DCﾏｰｶﾞﾚｯﾄ
滝沢 知治 小菅 睦 島田月曜会 山浦 国男 大津 すみ江 OS7(いちご)
伊藤 洋 山田  ひろ子 ﾎﾟｯﾌﾟｽﾀｰ 宮田 英世 大澤 清美 ｶﾖｰﾊｰﾄ
佐藤 茂 佐藤 のり子 ODC 日吉 照郎 長橋 里子 ﾕｰｽDSC
中村 健一 高柳 光子 ｳﾞｪﾙｻDC 高遠 秀明 梅原 通江 ﾕｰｽDSC
宮田 英世 高木 洋子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 鈴木 英一 武田 喜久代 ｶﾖｰﾊｰﾄ
吉沢 登 京 照子 ﾀﾞﾝｽﾒｲﾂ 影山 佐知子 牧沢 静子 浜松DSCｴｶﾞｵ
岡田 敏和 久保田 静 ﾕｰｽDSC 小山 茂樹 湊 弘子 DCﾋﾟｺ
和田 光生 岩崎 博子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 渡部 孝満 鈴木 ゆみか DMC葵
杉田 紘江 永岡 美津子 OS7(DSS21) 西村 進 鈴木 るり子 DCﾚｻﾞﾝ
勝亦 成光 伊藤 精子 東益津DC 望月 敏雄 鈴木 光 ｶﾖｰﾊｰﾄ
林 光男 岡村 美枝子 ｳﾞｪﾙｻDC 水野 清平 澤木 真由美 ｶﾖｰﾊｰﾄ

★ルンバ ２組★ルンバ ２組★ルンバ ２組★ルンバ ２組 ★ルンバ ３組★ルンバ ３組★ルンバ ３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
渡辺 敏明 一杉 正子 ﾕｰｽDSC 御宿 博 井手 真佐代 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ
鈴木 俊明 茨木 静江 ﾕｰｽDSC 加藤 一男 河原 眞佐子 DCｱﾘｽ
片野 進 塩谷 薫子 DCﾋﾞｴﾝﾅ 大澤 清 外山 真理 浜松DSC富塚
渡部 孝満 館 弘子 ﾌﾚｯｼｭDC 増田 英雄 掛井 孝子 DCﾏｰｶﾞﾚｯﾄ
海野 松次郎 岩瀬 広子 ﾀﾞﾝｽﾒｲﾂ 住岡 定敬 橋本 久美子 浜松DSCｴｶﾞｵ
梅島 和三郎 久保田 静 ﾕｰｽDSC 宮代 源一 芹澤 やよい ﾕｰｽDSC
大島 喜六 近 千恵子 OS7(OS) 斉藤 光雄 高橋 登美子 ｳﾞｪﾙｻDC
山口 正義 熊切 多賀子 DCｸﾛｰﾊﾞ 白鳥 のりお 佐藤 美智子 ｶﾖｰﾊｰﾄ
伊藤 洋 源間 美奈子 ﾎﾟｯﾌﾟｽﾀｰ 中村 健一 左座 晴江 ｳﾞｪﾙｻDC
小森 将博 向坂 満智子 ﾕｰｽDSC 小川 陽子 坂本 美代子 DCﾏｰｶﾞﾚｯﾄ
長谷川 圭司 紅林 伸枝 ﾀﾞﾝｽﾅｯﾂ 三浦 賢吉 三浦 硯子 DCﾏｰｶﾞﾚｯﾄ
森川 和明 荒井 道子 ﾕｰｽDSC 山城 邦子 水野 智子 ﾐｯｷｰﾊｰﾄ
小林 義和 高橋 登美子 ｳﾞｪﾙｻDC 寺田 鉱一 杉山 鈴代 DCﾃｨﾝｶｰﾍﾞﾙ
吉沢 登 秋田 昌子 ﾀﾞﾝｽﾒｲﾂ 小沢 友靖 西川 由美子 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ
名波 秋夫 石川 ふぢ子 DCﾚｻﾞﾝ 片野 進 石井 煕子 DCﾋﾞｴﾝﾅ
青木 丈 増田 淑子 DCﾏｰｶﾞﾚｯﾄ 鈴木 密生 石川 幸子 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ
冨田 憲二 増田 昌子 東益津DC 渡部 孝満 増田 恵子 DMC葵
大河原 敏朗 大石 きよ子 島田月曜会 大石 猪佐雄 大石 邦枝 ｶﾖｰﾊｰﾄ
原田 末信 大林 みつ子 浜松DSCﾓｱ 岸端 隆 瀧本 園恵 DCｸﾛｰﾊﾞ
杉田 紘江 滝本 佳始代 OS7(DSS21) 水野 敏明 竹澤 久美子 ﾐｯｷｰﾊｰﾄ
坂田 幸一 中山 喜久代 ｳﾞｪﾙｻDC 平井 宏明 中村 恵子 DCﾐｶ
市川 洋子 藤井 久恵 ﾚﾃﾞｨｰｽﾌﾛｰﾗ 良知 弘章 長谷川富実絵 ﾀﾞﾝｽﾅｯﾂ
岡 省三 平柳 重子 ﾕｰｽDSC 伊藤 洋 辻村 かず子 ﾎﾟｯﾌﾟｽﾀｰ
中原 梅男 望月 征江 ｳﾞｪﾙｻDC 塚原 信夫 藤井 明子 ﾕｰｽDSC
高林 英夫 望月 祐子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 小林 哲也 藤山 久枝 DMC葵
漆畑 与四郎 末廣 久美子 ﾕｰｽDSC 杉田 尚 福島 和代 OS7(OS)
小泉 幸雄 鈴木 みつ子 ｳﾞｪﾙｻDC 高林 寿一 望月 トミエ ﾍﾞｰｼｯｸDSC
石川 昭夫 榑林 八重子 DCﾏｰｶﾞﾚｯﾄ 渡辺 和彦 野口 恵子 DCﾋﾞｴﾝﾅ
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        個人演技発表（平服）
★ルンバ ４組★ルンバ ４組★ルンバ ４組★ルンバ ４組 ★ルンバ ５組★ルンバ ５組★ルンバ ５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
岩村 政栄 伊賀 みどり OS7(OS) 先生 武司 安池 明恵 DCﾃｨﾝｶｰﾍﾞﾙ
鈴木 英明 岡田 いそ子 浜松DSCｴｶﾞｵ 片野 進 岩瀬 京子 DCﾋﾞｴﾝﾅ
室伏 良美 荻田 元子 ﾕｰｽDSC 岡田 敏和 亀田 昭代 ﾕｰｽDSC
芹沢 浩 関 久子 ﾕｰｽDSC 野口 和也 芹沢 としみ DCﾋﾞｴﾝﾅ
山田 和美 丸山 美枝子 ﾕｰｽDSC 渡辺 和彦 栗田 美奈子 DCﾋﾞｴﾝﾅ
池谷 光男 原川 美鈴 DCﾚｻﾞﾝ 源間 健二 原  かつ代 ﾎﾟｯﾌﾟｽﾀｰ
松下 隆次 高柳 光子 ｳﾞｪﾙｻDC 青柳 良孝 高木 洋子 ｶﾖｰﾊｰﾄ
佐藤 茂 佐藤 のり子 ODC 小林 哲也 高林 美穂 DMC葵
小松 義晴 佐藤 美智子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 伊藤 洋 山下 和子 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ
山下 義雄 山下 昌子 DMC葵 寺田 憲司 山田 啓子 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ
杉山 靖浩 松井 麻代 ｶﾖｰﾊｰﾄ 渡部 孝満 柴田 和美 木曜会
牧田 寿夫 松永 直子 DCﾏｰｶﾞﾚｯﾄ 水野 清平 松井 麻代 ｶﾖｰﾊｰﾄ
小長井 耕作 松岡 貞喜 DCｸﾛｰﾊﾞ 柴田 修孝 杉山 鈴代 DCﾃｨﾝｶｰﾍﾞﾙ
小川 陽子 杉浦 雅子 DCﾏｰｶﾞﾚｯﾄ 海野 東一 青島 満代 ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞｸﾞﾚｰｽ
高田 順一 杉本 正子 DCｸﾛｰﾊﾞ 伏見 令一 大滝 菊映 ｶﾖｰﾊｰﾄ
村山 忠彦 石井 煕子 DCﾋﾞｴﾝﾅ 鈴木 俊明 大塚 可賀子 ﾕｰｽDSC
大坪 義朗 大坪 悦子 DCﾐｶ 久保田 元治 滝川 幸子 ﾕｰｽDSC
石上 正明 竹澤 久美子 DCﾚｻﾞﾝ 大河原 敏朗 滝沢 ふさ江 島田月曜会
飯田 源一 長橋 里子 ﾕｰｽDSC 中山 延士 中山 弘子 木曜会
河辺 彩子 長末 郁代 OS7(DSS21) 大島 喜六 中村 孝子 OS7(OS)
辻村 喜平 辻村 かず子 ﾎﾟｯﾌﾟｽﾀｰ 杉田 紘江 長崎 美智子 OS7(DSS21)
安田 二郎 田中 房枝 浜松DSCｴｶﾞｵ 山口 正義 坪谷 登女 DCｸﾛｰﾊﾞ
中村 通生 渡辺 純子 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ 小沢 新二 田中 千鶴子 ｶﾖｰﾊｰﾄ
平野 舜策 内藤 シズ子 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ 小森 将博 渡辺 のりこ ﾕｰｽDSC
日吉 照郎 萩原 津由 ﾕｰｽDSC 高林 英夫 望月 祐子 ｶﾖｰﾊｰﾄ
西尾 卓治 牧沢 静子 浜松DSCｴｶﾞｵ 梅島 和三郎 木内 陽子 ﾕｰｽDSC
杉山 純一 鈴木 るり子 DCﾚｻﾞﾝ 長谷川 圭司 良知 友子 ﾀﾞﾝｽﾅｯﾂ
渡部 孝満 和田 松江 DMC葵 桜井 大介 渕之上 満喜子 DMC葵

★ルンバ ６組★ルンバ ６組★ルンバ ６組★ルンバ ６組 ★ルンバ ７組★ルンバ ７組★ルンバ ７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
村山 忠彦 伊藤 ちず子 DCﾋﾞｴﾝﾅ 牧野 正道 伊藤 精子 東益津DC
岩崎 聿男 花井 福 DCﾏｰｶﾞﾚｯﾄ 岩田 雅義 井上 いく子 ｶﾖｰﾊｰﾄ
小池 やす子 外山 真理 ﾚﾃﾞｨｰｽﾌﾛｰﾗ 平柳 正滋 岡 さとみ ﾕｰｽDSC
平山 隆造 丸山 美枝子 ﾕｰｽDSC 細野 秀雄 加藤 逸子 OS7(OS)
小澤 昭 後藤 千津子 DCｸﾛｰﾊﾞ 室伏 良美 岩村 加代子 ﾕｰｽDSC
御宿 博 御宿 とみゑ ｻｰｸﾙﾋｰﾛ 山田 和美 宮代 妙子 ﾕｰｽDSC
勝山 東海廣 高橋 田鶴子 双葉 高林 英夫 高林 輝子 ﾍﾞｰｼｯｸDSC
斉藤 光雄 坂田 幸子 ｳﾞｪﾙｻDC 松下 隆次 坂田 幸子 ｳﾞｪﾙｻDC
小川 陽子 三浦 硯子 DCﾏｰｶﾞﾚｯﾄ 石川 昭夫 坂本 美代子 DCﾏｰｶﾞﾚｯﾄ
寺尾 勉 山村 裕子 DCﾐｶ 青木 丈 山田 高江 DCﾏｰｶﾞﾚｯﾄ
山田 安夫 山田  ひろ子 ﾎﾟｯﾌﾟｽﾀｰ 小松 義晴 山田 尚子 ｶﾖｰﾊｰﾄ
滝 茂吉 山田 尚子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 伊賀 すみ子 小野田 好代 ﾚﾃﾞｨｰｽﾌﾛｰﾗ
加藤 一男 小菅 睦 DCｱﾘｽ 芹澤 胤亮 森川 美智子 ﾕｰｽDSC
望月 義弘 松岡 喜代子 ﾌﾚｯｼｭDC 小畑 芳男 神尾 二三代 ﾕｰｽDSC
大村 清 松平 妃佐子 ODC 杉山 靖浩 斉 陽子 ｶﾖｰﾊｰﾄ
林 光男 上柳 文代 ｳﾞｪﾙｻDC 村田 耕一 川崎 幸代 DCﾚｻﾞﾝ
三浦 賢吉 森田 真由子 DCﾏｰｶﾞﾚｯﾄ 山下 義雄 増田 恵子 DMC葵
和田 光生 水野 裕子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 堤 清紘 大南 よし江 ﾕｰｽDSC
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
山添 節子 赤堀 和子 ﾚﾃﾞｨｰｽﾌﾛｰﾗ 渡辺 重芳 長谷川 栄子 ｳﾞｪﾙｻDC
稲垣 由明 川口 千恵子 ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞｸﾞﾚｰｽ 永田 勝弘 田中 幸子 ODC
渡部 孝満 増田 淑子 DMC葵 飯田 源一 渡辺 英子 ﾕｰｽDSC
塚原 信夫 萩原 津由 ﾕｰｽDSC 竹下 光秀 内藤 升美 DCﾚｻﾞﾝ
中村 健一 望月 征江 ｳﾞｪﾙｻDC 日吉 照郎 野知 美恵子 ﾕｰｽDSC
高林 寿一 望月 令子 ﾍﾞｰｼｯｸDSC 大庭 一枝 鈴木 あけみ ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞｸﾞﾚｰｽ
藤岡 孝 北川 暢子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 中村 通生 鈴木 恵子 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ
白鳥 のりお 鈴木 みづほ ｶﾖｰﾊｰﾄ 河辺 彩子 六本木 春江 OS7(DSS21)
宮代 源一 鈴木 直子 ﾕｰｽDSC 小川 陽子 榑林 八重子 DCﾏｰｶﾞﾚｯﾄ
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        個人演技発表（平服）
★ルンバ ８組★ルンバ ８組★ルンバ ８組★ルンバ ８組 ★ルンバ ９組★ルンバ ９組★ルンバ ９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
鈴木 密生 奥野 恵代 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ 稲村 稔 稲村 千枝子 ｴｲﾄ
宮代 源一 岡 さとみ ﾕｰｽDSC 勝亦 成光 海野 文代 東益津DC
増田 英雄 花井 福 DCﾏｰｶﾞﾚｯﾄ 中村 通生 丸山 るみ子 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ
三浦 賢吉 掛井 孝子 DCﾏｰｶﾞﾚｯﾄ 村山 忠彦 岩瀬 京子 DCﾋﾞｴﾝﾅ
岸端 隆 吉田 陽子 DCｸﾛｰﾊﾞ 山田 安夫 源間 美奈子 ﾎﾟｯﾌﾟｽﾀｰ
小沢 友靖 栗田 節子 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ 幸田 良一 幸田 光子 ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞｸﾞﾚｰｽ
源間 健二 源間 美奈子 ﾎﾟｯﾌﾟｽﾀｰ 石上 司 高橋 雅子 DCﾚｻﾞﾝ
寺田 鉱一 佐藤 悦子 DCﾃｨﾝｶｰﾍﾞﾙ 八木 均 高橋 田鶴子 モーヴＤＣ
秋場 榮作 細田 ミツ江 ﾕｰｽDSC 藤山 信之 高林 美穂 ﾍﾞｰｼｯｸDSC
片野 進 山口 みどり DCﾋﾞｴﾝﾅ 平谷 栄作 山下 厚子 ｻｰｸﾙｼﾞｭﾈｽ
青柳 良孝 山内 純子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 山浦 国男 山口 悦子 OS7(いちご)
伊藤 洋 小林 美津子 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ 小澤 昭 山口 靖代 DCｸﾛｰﾊﾞ
松岡 昌彦 松岡 喜代子 ﾌﾚｯｼｭDC 小川 陽子 山田 高江 DCﾏｰｶﾞﾚｯﾄ
山口 美代治 松本 則子 DCﾋﾟｺ 鈴木 英一 山田 尚子 ｶﾖｰﾊｰﾄ
立川 久 杉田 はる美 ｶﾖｰﾊｰﾄ 宮田 英世 春川 朝子 ｶﾖｰﾊｰﾄ
渡部 孝満 石神 もと子 DMC葵 塚本 滋 小菅 睦 島田月曜会
大石 菊雄 大橋 一江 DCﾚｻﾞﾝ 寺尾 勉 森田 真由子 DCﾏｰｶﾞﾚｯﾄ
小林 哲也 大森 久美子 DMC葵 杉本 裕 神保 和代 DCｸﾛｰﾊﾞ
高林 寿一 大石 良子 ﾍﾞｰｼｯｸDSC 岩崎 聿男 青木 正美 DCﾏｰｶﾞﾚｯﾄ
伏見 令一 大滝 好子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 小池 やす子 赤堀 和子 浜松F&B
大林 唯夫 大林 みつ子 浜松DSCﾓｱ 加藤 衛 大嶋 雅世 ﾕｰｽDSC
白倉 晃 長島 花恵 ｳﾞｪﾙｻDC 滝 茂吉 竹市 洋子 ｶﾖｰﾊｰﾄ
渡辺 和彦 嶋田 みどり DCﾋﾞｴﾝﾅ 杉山 純一 長島 すみ子 DCﾚｻﾞﾝ
岡田 敏和 苫米地千世子 ﾕｰｽDSC 望月 久史 望月 治美 ﾍﾞｰｼｯｸDSC
小森 将博 飯田 洋子 ﾕｰｽDSC 大村 清 堀川 敏江 ODC
中山 喜久 野木 美恵子 ﾕｰｽDSC 高林 寿一 木村 百華 DMC葵
杉田 紘江 鈴木 ユリ子 OS7(DSS21) 渡部 孝満 鈴木 あけみ 木曜会
長谷川 計之 澤木 真由美 ｶﾖｰﾊｰﾄ 榑林 五郎 榑林 道江 ﾀﾞﾝｽﾒｲﾂ

★ルンバ１０組★ルンバ１０組★ルンバ１０組★ルンバ１０組
リーダ名 パートナー名 所属サークル
岡 省三 伊東 まさ子 ﾕｰｽDSC
大田 輝一 荻田 元子 ﾕｰｽDSC
小林 義和 下山 由紀子 ｳﾞｪﾙｻDC
大河原 敏朗 河原 眞佐子 DCｱﾘｽ
河辺 哲彦 河辺 彩子 OS7(OS)
山下 由實 原田 千乃 ｻｰｸﾙｼﾞｭﾈｽ
伊藤 正好 高林 美穂 ﾍﾞｰｼｯｸDSC
石川 昭夫 松永 直子 DCﾏｰｶﾞﾚｯﾄ
近藤 統之 植田 加奈子 追手ｸﾗﾌﾞ
青木 丈 杉浦 雅子 DCﾏｰｶﾞﾚｯﾄ
坂田 幸一 相澤 紀子 ｳﾞｪﾙｻDC
高林 英夫 大滝 菊映 ｶﾖｰﾊｰﾄ
杉山 靖浩 大滝 好子 ｶﾖｰﾊｰﾄ
中澤 勇 大塚 廣子 DCﾚｻﾞﾝ
吉沢 英輔 谷沢 恵子 DCﾃｨﾝｶｰﾍﾞﾙ
小泉 幸雄 中山 喜久代 ｳﾞｪﾙｻDC
鈴木 実 中澤 康代 DCｸﾛｰﾊﾞ
田辺 友信 猪浦 美智子 ｳﾞｪﾙｻDC
漆畑 与四郎 長谷川 和子 ﾕｰｽDSC
末廣 才備 渡辺 英子 ﾕｰｽDSC
渡辺 真孝 渡辺 純子 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ
波多腰 正 島田 信子 浜松DSCﾓｱ
森 憲一郎 平谷 美香 DCﾚｻﾞﾝ
小松 幸夫 望月 トミエ ﾍﾞｰｼｯｸDSC
美和 とみ子 牧沢 静子 ﾚﾃﾞｨｰｽﾌﾛｰﾗ
竹内 文江 木全 臣子 ﾚﾃﾞｨｰｽﾌﾛｰﾗ
山田 和美 木内 陽子 ﾕｰｽDSC
平柳 正滋 鈴木 直子 ﾕｰｽDSC
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        個人演技発表（平服）
★ワルツ １組★ワルツ １組★ワルツ １組★ワルツ １組 ★ワルツ ２組★ワルツ ２組★ワルツ ２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
安池 達夫 谷沢 恵子 DCﾃｨﾝｶｰﾍﾞﾙ 伊藤 洋 内藤 シズ子 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ
岡 省三 平柳 重子 ﾕｰｽDSC 岡田 敏和 萩原 津由 ﾕｰｽDSC
河辺 哲彦 鈴木 ユリ子 OS7(DSS21) 加藤 一男 小菅 睦 DCｱﾘｽ
岩田 雅義 山内 純子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 岩崎 聿男 宮本 典子 DCﾏｰｶﾞﾚｯﾄ
芹澤 胤亮 滝川 幸子 ﾕｰｽDSC 久保田 元治 芹澤 やよい ﾕｰｽDSC
高遠 秀明 芹澤 佳子 ﾕｰｽDSC 源間 健二 源間 美奈子 ﾎﾟｯﾌﾟｽﾀｰ
高林 美穂 木村 百華 DMC葵 高田 順一 吉田 陽子 DCｸﾛｰﾊﾞ
三浦 賢吉 坂本 美代子 DCﾏｰｶﾞﾚｯﾄ 佐藤 茂 松平 妃佐子 ODC
市川 洋子 外山 真理 ﾚﾃﾞｨｰｽﾌﾛｰﾗ 山浦 国男 六本木 春江 OS7(DSS21)
漆畑 与四郎 渡辺 のりこ ﾕｰｽDSC 寺田 鉱一 杉山 鈴代 DCﾃｨﾝｶｰﾍﾞﾙ
勝又 勇 高野 順子 ﾕｰｽDSC 秋場 榮作 苫米地千世子 ﾕｰｽDSC
小沢 新二 水野 裕子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 小野田 善保 坪谷 登女 DCｸﾛｰﾊﾞ
松下 隆次 山田 幸代 ｳﾞｪﾙｻDC 植田 英之 見城 こずえ DCﾐｶ
水野 清平 井上 いく子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 杉田 尚 福島 和代 OS7(OS)
青木 紹之 斉 陽子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 青柳 良孝 高木 洋子 ｶﾖｰﾊｰﾄ
石川 昭夫 増田 淑子 DCﾏｰｶﾞﾚｯﾄ 村田 耕一 川上 弘子 DCﾚｻﾞﾝ
大町 豊 大庭 一枝 ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞｸﾞﾚｰｽ 大津 和男 中村 孝子 OS7(OS)
大澤 弘叔 田中 千鶴子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 滝沢 知治 大石 きよ子 島田月曜会
中村 通生 小林 美津子 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ 塚原 信夫 藤井 明子 ﾕｰｽDSC
渡部 孝満 遠藤 静子 DMC葵 渡部 孝満 渕之上 満喜子 DMC葵
渡邊 真孝 原  かつ代 ﾎﾟｯﾌﾟｽﾀｰ 藤倉 幸 山下 和子 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ
波多腰 正 島田 信子 浜松DSCﾓｱ 尾崎 司郎 山田 はる 東益津DC
平野 舜策 田中 照代 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ 片野 進 伊藤 ちず子 DCﾋﾞｴﾝﾅ
望月 義弘 館 弘子 ﾌﾚｯｼｭDC 望月 潔 田中 幸子 DCﾚｻﾞﾝ
野田 晃 杉澤 光枝 ﾄﾞﾘｰﾑ 良知 弘章 良知 友子 ﾀﾞﾝｽﾅｯﾂ
鈴木 英明 岡田 いそ子 浜松DSCｴｶﾞｵ 鈴木 修實 佐藤 美智子 ｶﾖｰﾊｰﾄ
鈴木 密生 奥野 恵代 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ 和田 松江 疋野 良江 DMC葵

★ワルツ ３組★ワルツ ３組★ワルツ ３組★ワルツ ３組 ★ワルツ ４組★ワルツ ４組★ワルツ ４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
永田 勝弘 堀川 敏江 ODC 伊藤 正好 高林 美穂 ﾍﾞｰｼｯｸDSC
加藤 功 井手 真佐代 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ 岡田 敏和 久保田 静 ﾕｰｽDSC
岩村 政栄 伊賀 みどり OS7(OS) 海野 松次郎 榑林 道江 ﾀﾞﾝｽﾒｲﾂ
久保田 元治 長谷川 和子 ﾕｰｽDSC 岩田 雅義 斉 陽子 ｶﾖｰﾊｰﾄ
御宿 博 西川 由美子 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ 近藤 統之 植田 加奈子 追手ｸﾗﾌﾞ
高林 英夫 高林 輝子 ﾍﾞｰｼｯｸDSC 高遠 秀明 梅原 通江 ﾕｰｽDSC
細野 秀雄 滝本 佳始代 OS7(DSS21) 黒柳 四郎 佐藤 聰子 追手ｸﾗﾌﾞ
山下 由實 原田 千乃 ｻｰｸﾙｼﾞｭﾈｽ 三沢 輝夫 亀田 昭代 ﾕｰｽDSC
寺田 豊司 飯田 洋子 ﾕｰｽDSC 寺田 憲司 丸山 るみ子 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ
勝山 東海廣 高橋 田鶴子 双葉 柴田 修孝 安池 明恵 DCﾃｨﾝｶｰﾍﾞﾙ
小松 秀夫 石井 煕子 DCﾋﾞｴﾝﾅ 小山 茂樹 大石 美代子 DCﾋﾟｺ
小澤 昭 堂本 栄子 DCｸﾛｰﾊﾞ 小沢 友靖 内藤 シズ子 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ
森川 和明 梅原 通江 ﾕｰｽDSC 植松 欽一 山田 恵子 ﾕｰｽDSC
杉本 裕 杉本 正子 DCｸﾛｰﾊﾞ 杉山 靖浩 佐藤 美智子 ｶﾖｰﾊｰﾄ
石羽根 久平 小長井 弥生 DCﾚｻﾞﾝ 青木 紹之 大滝 菊映 ｶﾖｰﾊｰﾄ
大河原 敏朗 滝沢 ふさ江 島田月曜会 先生 武司 佐藤 悦子 DCﾃｨﾝｶｰﾍﾞﾙ
大島 喜六 近 千恵子 OS7(OS) 大津 和男 石川 八重子 OS7(いちご)
中村 健一 長島 花恵 ｳﾞｪﾙｻDC 滝 茂吉 井上 いく子 ｶﾖｰﾊｰﾄ
辻村 喜平 辻村 かず子 ﾎﾟｯﾌﾟｽﾀｰ 中村 通生 石川 幸子 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ
渡辺 真孝 渡辺 純子 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ 渡部 孝満 山下 昌子 DMC葵
日吉 照郎 向坂 満智子 ﾕｰｽDSC 藤岡 孝 豊島 淑子 ｶﾖｰﾊｰﾄ
伏見 隆夫 小林 久子 ﾆｭｰﾌﾚﾝｽﾞ 白倉 晃 上柳 文代 ｳﾞｪﾙｻDC
片野 進 栗田 美奈子 DCﾋﾞｴﾝﾅ 平柳 正滋 堤 京子 ﾕｰｽDSC
本澤 繁男 鈴木 佳子 ﾆｭｰﾌﾚﾝｽﾞ 望月 久史 大石 良子 ﾍﾞｰｼｯｸDSC
鈴木 英一 竹市 洋子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 立川 久 杉田 はる美 ｶﾖｰﾊｰﾄ
鈴木 俊明 佐藤 法代 ﾕｰｽDSC 鈴木 啓一郎 小山 皓江 DCﾋﾟｺ

和田 光生 岩崎 博子 ｶﾖｰﾊｰﾄ
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        個人演技発表（平服）
★ワルツ ５組★ワルツ ５組★ワルツ ５組★ワルツ ５組 ★ワルツ ６組★ワルツ ６組★ワルツ ６組★ワルツ 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
伊藤 洋 鈴木 恵子 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ 岡 省三 宮代 妙子 ﾕｰｽDSC
岩瀬 信一郎 京 照子 ﾀﾞﾝｽﾒｲﾂ 加藤 功 寺田 美枝子 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ
久保田 元治 細田 ミツ江 ﾕｰｽDSC 岩村 政栄 杉田 紘江 OS7(DSS21)
戸田 道夫 村島 洪子 ﾆｭｰﾌﾚﾝｽﾞ 芹沢 浩 関 久子 ﾕｰｽDSC
高田 順一 山口 靖代 DCｸﾛｰﾊﾞ 御宿 博 石川 幸子 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ
細野 秀雄 加藤 逸子 OS7(OS) 高林 寿一 高林 輝子 ﾍﾞｰｼｯｸDSC
山岡 信行 松本 則子 DCﾋﾟｺ 坂田 幸一 高橋 登美子 ｳﾞｪﾙｻDC
寺田 豊司 小野寺 幸子 ﾕｰｽDSC 山口 正義 芝原 初枝 DCｸﾛｰﾊﾞ
秋場 榮作 鈴木 直子 ﾕｰｽDSC 寺尾 勉 花井 福 DCﾏｰｶﾞﾚｯﾄ
小松 義晴 佐藤 美智子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 勝山 東海廣 杉本 智恵子 双葉
小松 幸夫 望月 トミエ ﾍﾞｰｼｯｸDSC 小森 将博 長橋 里子 ﾕｰｽDSC
小林 重之 小林 之江 DCﾐｶ 松岡 昌彦 館 弘子 ﾌﾚｯｼｭDC
植田 英之 植田 すみ江 追手ｸﾗﾌﾞ 森川 和明 末廣 久美子 ﾕｰｽDSC
杉本 晃 小菅 睦 DCｱﾘｽ 清水 康晴 清水 澄子 ｻｰｸﾙｼﾞｭﾈｽ
青木 丈 鈴木 みづほ ｶﾖｰﾊｰﾄ 石上 司 原川 美鈴 DCﾚｻﾞﾝ
斉藤 光雄 高柳 光子 ｳﾞｪﾙｻDC 大石 猪佐雄 青地 智子 ｶﾖｰﾊｰﾄ
村田 耕一 湯浅 房子 DCﾚｻﾞﾝ 大林 唯夫 大林 みつ子 浜松DSCﾓｱ
大田 輝一 荻田 元子 ﾕｰｽDSC 中村 直史 栗田 節子 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ
中原 梅男 下山 由紀子 ｳﾞｪﾙｻDC 堤 清紘 堤 京子 ﾕｰｽDSC
塚本 滋 山下 まゆみ 島田月曜会 渡辺 和彦 嶋田 みどり DCﾋﾞｴﾝﾅ
渡辺 重芳 左座 晴江 ｳﾞｪﾙｻDC 日吉 照郎 佐藤 法代 ﾕｰｽDSC
藤倉 幸 青島 はま子 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ 平山 隆造 大塚 可賀子 ﾕｰｽDSC
冨田 嘉文 内藤 升美 DCﾚｻﾞﾝ 片野 進 山口 みどり DCﾋﾞｴﾝﾅ
片野 進 岩瀬 京子 DCﾋﾞｴﾝﾅ 望月 敏雄 望月 祐子 ｶﾖｰﾊｰﾄ
林 光男 猪浦 美智子 ｳﾞｪﾙｻDC 野口 和也 野口 恵子 DCﾋﾞｴﾝﾅ
鈴木 修實 望月 祐子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 鈴木 英一 豊島 淑子 ｶﾖｰﾊｰﾄ

鈴木 俊明 大南 よし江 ﾕｰｽDSC

★ワルツ ７組★ワルツ ７組★ワルツ ７組★ワルツ ７組 ★ワルツ ８組★ワルツ ８組★ワルツ ８組★ワルツ 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
伊藤 洋 奥野 恵代 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ 羽切 稔 野木 美恵子 ﾕｰｽDSC
岡田 敏和 荒井 道子 ﾕｰｽDSC 加藤 衛 大嶋 雅世 ﾕｰｽDSC
岸端 隆 松岡 貞喜 DCｸﾛｰﾊﾞ 岩瀬 信一郎 秋田 昌子 ﾀﾞﾝｽﾒｲﾂ
吉沢 英輔 佐藤 典子 DCﾃｨﾝｶｰﾍﾞﾙ 久保田 元治 神尾 二三代 ﾕｰｽDSC
原田 末信 原田 千乃 ｻｰｸﾙｼﾞｭﾈｽ 後藤 徹 後藤 光子 追手ｸﾗﾌﾞ
高田 光康 土屋 美代子 ﾕｰｽDSC 高田 順一 堂本 栄子 DCｸﾛｰﾊﾞ
佐藤 松造 芝原 初枝 DCｸﾛｰﾊﾞ 細野 秀雄 杉田 紘江 OS7(DSS21)
山浦 国男 山口 悦子 OS7(いちご) 山下 義雄 山下 昌子 DMC葵
寺田 憲司 山田 啓子 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ 寺田 豊司 滝川 幸子 ﾕｰｽDSC
秋場 榮作 宮代 妙子 ﾕｰｽDSC 住岡 定敬 田中 房枝 浜松DSCｴｶﾞｵ
小山 茂樹 池田 さかゑ DCﾋﾟｺ 小松 秀夫 伊藤 ちず子 DCﾋﾞｴﾝﾅ
小野田 善保 瀧本 園恵 DCｸﾛｰﾊﾞ 小澤 昭 海野 悦子 DCｸﾛｰﾊﾞ
植松 欽一 野木 美恵子 ﾕｰｽDSC 植田 英之 鈴木 智子 追手ｸﾗﾌﾞ
杉田 尚 長末 郁代 OS7(DSS21) 杉本 晃 杉本 耀子 DCｱﾘｽ
村山 忠彦 山口 みどり DCﾋﾞｴﾝﾅ 斉藤 光雄 鈴木 みつ子 ｳﾞｪﾙｻDC
大津 和男 大津 すみ江 OS7(いちご) 大河原 敏朗 河原 眞佐子 DCｱﾘｽ
滝 茂吉 大石 邦枝 ｶﾖｰﾊｰﾄ 大島 喜六 永岡 美津子 OS7(DSS21)
長谷川 計之 鈴木 みづほ ｶﾖｰﾊｰﾄ 中山 喜久 荻田 元子 ﾕｰｽDSC
渡部 孝満 疋野 良江 DMC葵 辻村 喜平 原  かつ代 ﾎﾟｯﾌﾟｽﾀｰ
藤山 信之 高林 美穂 ﾍﾞｰｼｯｸDSC 渡辺 重芳 相澤 紀子 ｳﾞｪﾙｻDC
八木 均 高橋 田鶴子 モーヴＤＣ 南 日智 本澤 弘子 ﾆｭｰﾌﾚﾝｽﾞ
平柳 正滋 平柳 重子 ﾕｰｽDSC 冨田 憲二 鈴木 美代子 東益津DC
望月 潔 高橋 雅子 DCﾚｻﾞﾝ 片野 進 芹沢 としみ DCﾋﾞｴﾝﾅ
良知 弘章 紅林 伸枝 ﾀﾞﾝｽﾅｯﾂ 牧野 正道 新村 洋子 東益津DC
鈴木 実 神保 和代 DCｸﾛｰﾊﾞ 鈴木 ゆみか 石神 もと子 DMC葵
和田 光生 小林 恵子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 鈴木 俊明 伊東 まさ子 ﾕｰｽDSC
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        個人演技発表（平服）
★ワルツ ９組★ワルツ ９組★ワルツ ９組★ワルツ ９組 ★タンゴ  １組★タンゴ  １組★タンゴ  １組★タンゴ  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
岡 省三 大塚 可賀子 ﾕｰｽDSC 鈴木 俊明 渡辺 英子 ﾕｰｽDSC
河辺 哲彦 河辺 彩子 OS7(OS) 野田 晃 小山 美津子 ﾄﾞﾘｰﾑ
岩村 政栄 長崎 美智子 OS7(DSS21) 平尾 守夫 相澤 紀子 ｳﾞｪﾙｻDC
芹澤 胤亮 芹澤 佳子 ﾕｰｽDSC 藤倉 幸 内藤 シズ子 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ
幸田 良一 幸田 光子 ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞｸﾞﾚｰｽ 渡辺 重芳 望月 征江 ｳﾞｪﾙｻDC
高林 寿一 大森 久美子 DMC葵 渡部 孝満 松岡 喜代子 木曜会
桜井 大介 遠藤 静子 DMC葵 中村 直史 小林 美津子 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ
山口 美代治 池田 さかゑ DCﾋﾟｺ 大町 豊 大庭 一枝 ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞｸﾞﾚｰｽ
寺尾 勉 青木 正美 DCﾏｰｶﾞﾚｯﾄ 大河原 敏朗 杉本 耀子 DCｱﾘｽ
勝亦 成光 尾崎 よし江 東益津DC 村田 耕一 川上 弘子 DCﾚｻﾞﾝ
小泉 幸雄 上柳 文代 ｳﾞｪﾙｻDC 村山 忠彦 岩瀬 京子 DCﾋﾞｴﾝﾅ
松岡 昌彦 松岡 喜代子 ﾌﾚｯｼｭDC 石上 正明 鈴木 三保子 DCﾚｻﾞﾝ
森川 和明 野知 美恵子 ﾕｰｽDSC 植田 英之 鈴木 智子 追手ｸﾗﾌﾞ
西尾 卓治 橋本 久美子 浜松DSCｴｶﾞｵ 小林 義和 猪浦 美智子 ｳﾞｪﾙｻDC
石上 正明 鈴木 三保子 DCﾚｻﾞﾝ 勝亦 成光 鈴木 美代子 東益津DC
大村 清 佐藤 のり子 ODC 秋場 榮作 茨木 静江 ﾕｰｽDSC
大澤 弘叔 竹市 洋子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 寺田 豊司 向坂 満智子 ﾕｰｽDSC
中村 通生 山下 和子 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ 山田 安夫 山田  ひろ子 ﾎﾟｯﾌﾟｽﾀｰ
田辺 友信 岡村 美枝子 ｳﾞｪﾙｻDC 三浦 賢吉 花井 福 DCﾏｰｶﾞﾚｯﾄ
渡辺 眞孝 大場 ナミ子 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ 坂田 幸一 長谷川 栄子 ｳﾞｪﾙｻDC
日吉 照郎 萩原 津由 ﾕｰｽDSC 高林 美穂 大森 久美子 DMC葵
平尾 守夫 中山 喜久代 ｳﾞｪﾙｻDC 御宿 博 丸山 るみ子 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ
片野 進 野口 恵子 DCﾋﾞｴﾝﾅ 後藤 徹 後藤 光子 追手ｸﾗﾌﾞ
野田 晃 小山 美津子 ﾄﾞﾘｰﾑ 久保田 元治 神尾 二三代 ﾕｰｽDSC
鈴木 英一 澤木 真由美 ｶﾖｰﾊｰﾄ 海野 東一 青島 満代 ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞｸﾞﾚｰｽ
鈴木 俊明 渡辺 英子 ﾕｰｽDSC

★タンゴ ２組★タンゴ ２組★タンゴ ２組★タンゴ ２組 ★タンゴ  ３組★タンゴ  ３組★タンゴ  ３組★タンゴ  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
榑林 五郎 京 照子 ﾀﾞﾝｽﾒｲﾂ 和田 光生 佐藤 美智子 ｶﾖｰﾊｰﾄ
鈴木 実 山口 靖代 DCｸﾛｰﾊﾞ 鈴木 俊明 苫米地千世子 ﾕｰｽDSC
鈴木 啓一郎 湊 弘子 DCﾋﾟｺ 片野 進 野口 恵子 DCﾋﾞｴﾝﾅ
良知 弘章 良知 友子 ﾀﾞﾝｽﾅｯﾂ 平柳 正滋 平柳 重子 ﾕｰｽDSC
本澤 繁男 鈴木 佳子 ﾆｭｰﾌﾚﾝｽﾞ 飯田 源一 向坂 満智子 ﾕｰｽDSC
望月 久史 望月 治美 ﾍﾞｰｼｯｸDSC 南 日智 本澤 弘子 ﾆｭｰﾌﾚﾝｽﾞ
片野 進 栗田 美奈子 DCﾋﾞｴﾝﾅ 田辺 友信 堀川 敏江 ODC
平柳 正滋 芹澤 佳子 ﾕｰｽDSC 長谷川 圭司 紅林 伸枝 ﾀﾞﾝｽﾅｯﾂ
渡邊 真孝 辻村 かず子 ﾎﾟｯﾌﾟｽﾀｰ 大津 和男 山口 悦子 OS7(いちご)
堤 清紘 堤 京子 ﾕｰｽDSC 先生 武司 杉山 鈴代 DCﾃｨﾝｶｰﾍﾞﾙ
長谷川 計之 鈴木 みづほ ｶﾖｰﾊｰﾄ 青木 丈 青木 正美 DCﾏｰｶﾞﾚｯﾄ
中澤 勇 小長井 弥生 DCﾚｻﾞﾝ 西村 進 原川 美鈴 DCﾚｻﾞﾝ
大島 喜六 加藤 逸子 OS7(OS) 松岡 昌彦 館 弘子 ﾌﾚｯｼｭDC
西尾 卓治 岡田 いそ子 浜松DSCｴｶﾞｵ 小野寺 峯雄 梅原 通江 ﾕｰｽDSC
杉田 尚 伊賀 みどり OS7(OS) 小泉 幸雄 鈴木 みつ子 ｳﾞｪﾙｻDC
森川 和明 長谷川 和子 ﾕｰｽDSC 小森 将博 滝川 幸子 ﾕｰｽDSC
小野田 善保 熊切 多賀子 DCｸﾛｰﾊﾞ 寺田 憲司 石川 幸子 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ
小森 将博 飯田 洋子 ﾕｰｽDSC 細野 秀雄 長崎 美智子 OS7(DSS21)
寺田 豊司 藤井 明子 ﾕｰｽDSC 近藤 統之 後藤 光子 追手ｸﾗﾌﾞ
山口 美代治 松本 則子 DCﾋﾟｺ 海野 松次郎 秋田 昌子 ﾀﾞﾝｽﾒｲﾂ
細野 秀雄 杉田 紘江 OS7(DSS21) 河辺 哲彦 長末 郁代 OS7(DSS21)
岩村 政栄 六本木 春江 OS7(DSS21) 永田 勝弘 佐藤 のり子 ODC
岩瀬 信一郎 榑林 道江 ﾀﾞﾝｽﾒｲﾂ 伊藤 洋 伊藤 悦子 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ
加藤 一男 河原 眞佐子 DCｱﾘｽ 安池 達夫 佐藤 悦子 DCﾃｨﾝｶｰﾍﾞﾙ
安藤 勝康 西川 由美子 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ
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        個人演技発表（平服）
★タンゴ  ４組★タンゴ  ４組★タンゴ  ４組★タンゴ  ４組 ★タンゴ  ５組★タンゴ  ５組★タンゴ  ５組★タンゴ  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
鈴木 俊明 伊東 まさ子 ﾕｰｽDSC 和田 光生 北川 暢子 ｶﾖｰﾊｰﾄ
野田 晃 杉澤 光枝 ﾄﾞﾘｰﾑ 鈴木 俊明 鈴木 直子 ﾕｰｽDSC
望月 義弘 松岡 喜代子 ﾌﾚｯｼｭDC 牧野 正道 尾崎 よし江 東益津DC
片野 進 石井 煕子 DCﾋﾞｴﾝﾅ 片野 進 芹沢 としみ DCﾋﾞｴﾝﾅ
平尾 守夫 望月 征江 ｳﾞｪﾙｻDC 平柳 正滋 堤 京子 ﾕｰｽDSC
冨田 嘉文 高橋 雅子 DCﾚｻﾞﾝ 冨田 憲二 山田 はる 東益津DC
尾崎 司郎 尾崎 よし江 東益津DC 飯田 源一 飯田 洋子 ﾕｰｽDSC
藤倉 幸 山田 啓子 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ 八木 均 杉本 智恵子 モーヴＤＣ
渡辺 真孝 奥野 恵代 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ 堤 清紘 丸山 美枝子 ﾕｰｽDSC
中村 通生 鈴木 恵子 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ 塚本 滋 大石 きよ子 島田月曜会
滝沢 知治 滝沢 ふさ江 島田月曜会 長谷川 計之 田中 千鶴子 ｶﾖｰﾊｰﾄ
滝 茂吉 大石 邦枝 ｶﾖｰﾊｰﾄ 大津 和男 大津 すみ江 OS7(いちご)
大河原 敏朗 山下 まゆみ 島田月曜会 西尾 卓治 藤井 久恵 浜松DSCｴｶﾞｵ
杉田 尚 鈴木 ユリ子 OS7(DSS21) 清水 康晴 清水 澄子 ｻｰｸﾙｼﾞｭﾈｽ
小林 義和 長島 花恵 ｳﾞｪﾙｻDC 松下 隆次 高柳 光子 ｳﾞｪﾙｻDC
勝山 東海廣 杉本 智恵子 双葉 小野田 善保 杉本 正子 DCｸﾛｰﾊﾞ
秋場 榮作 大南 よし江 ﾕｰｽDSC 小森 将博 佐藤 法代 ﾕｰｽDSC
柴田 修孝 佐藤 典子 DCﾃｨﾝｶｰﾍﾞﾙ 小山 茂樹 杉村 秀子 DCﾋﾟｺ
寺田 豊司 長橋 里子 ﾕｰｽDSC 住岡 定敬 橋本 久美子 浜松DSCｴｶﾞｵ
市川 洋子 小野田 好代 ﾚﾃﾞｨｰｽﾌﾛｰﾗ 細野 秀雄 近 千恵子 OS7(OS)
三浦 賢吉 坂本 美代子 DCﾏｰｶﾞﾚｯﾄ 黒柳 四郎 佐藤 聰子 追手ｸﾗﾌﾞ
高遠 秀明 芹澤 佳子 ﾕｰｽDSC 岩田 雅義 井上 いく子 ｶﾖｰﾊｰﾄ
久保田 元治 久保田 静 ﾕｰｽDSC 岩村 政栄 河辺 彩子 OS7(OS)
吉沢 英輔 安池 明恵 DCﾃｨﾝｶｰﾍﾞﾙ 河辺 哲彦 中村 孝子 OS7(OS)
岩崎 聿男 宮本 典子 DCﾏｰｶﾞﾚｯﾄ 伊藤 洋 青島 はま子 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ

★タンゴ  ６組★タンゴ  ６組★タンゴ  ６組★タンゴ  ６組 ★タンゴ  ７組★タンゴ  ７組★タンゴ  ７組★タンゴ  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
鈴木 俊明 細田 ミツ江 ﾕｰｽDSC 鈴木 実 海野 悦子 DCｸﾛｰﾊﾞ
林 光男 岡村 美枝子 ｳﾞｪﾙｻDC 良知 弘章 長谷川富実絵 ﾀﾞﾝｽﾅｯﾂ
末廣 才備 小野寺 幸子 ﾕｰｽDSC 片野 進 伊藤 ちず子 DCﾋﾞｴﾝﾅ
飯田 源一 渡辺 のりこ ﾕｰｽDSC 平柳 正滋 大南 よし江 ﾕｰｽDSC
藤岡 孝 小林 恵子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 伏見 令一 大滝 菊映 ｶﾖｰﾊｰﾄ
渡辺 重芳 坂田 幸子 ｳﾞｪﾙｻDC 伏見 隆夫 小林 久子 ﾆｭｰﾌﾚﾝｽﾞ
田辺 友信 松平 妃佐子 ODC 渡辺 眞孝 栗田 節子 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ
中原 梅男 下山 由紀子 ｳﾞｪﾙｻDC 田辺 友信 高橋 登美子 ｳﾞｪﾙｻDC
大庭 一枝 宮岡 和子 ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞｸﾞﾚｰｽ 中澤 勇 大塚 廣子 DCﾚｻﾞﾝ
大石 猪佐雄 佐藤 美智子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 中村 通生 渡辺 純子 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ
村田 耕一 川崎 幸代 DCﾚｻﾞﾝ 大澤 弘叔 高木 洋子 ｶﾖｰﾊｰﾄ
斉藤 光雄 山田 幸代 ｳﾞｪﾙｻDC 杉田 尚 滝本 佳始代 OS7(DSS21)
青柳 良孝 山内 純子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 森川 和明 小野寺 幸子 ﾕｰｽDSC
西村 進 内藤 升美 DCﾚｻﾞﾝ 小澤 昭 吉田 陽子 DCｸﾛｰﾊﾞ
植田 英之 見城 こずえ DCﾐｶ 小松 秀夫 山口 みどり DCﾋﾞｴﾝﾅ
小林 重之 小林 之江 DCﾐｶ 勝又 勇 土屋 美代子 ﾕｰｽDSC
小野寺 峯雄 野知 美恵子 ﾕｰｽDSC 秋場 榮作 芹澤 やよい ﾕｰｽDSC
寺田 鉱一 谷沢 恵子 DCﾃｨﾝｶｰﾍﾞﾙ 寺田 豊司 野知 美恵子 ﾕｰｽDSC
山岡 信行 鈴木 とよ DCﾋﾟｺ 山浦 国男 石川 八重子 OS7(いちご)
細野 秀雄 福島 和代 OS7(OS) 高林 寿一 望月 トミエ ﾍﾞｰｼｯｸDSC
高田 光康 土屋 美代子 ﾕｰｽDSC 久保田 元治 末廣 久美子 ﾕｰｽDSC
原田 末信 原田 千乃 ｻｰｸﾙｼﾞｭﾈｽ 岩村 政栄 永岡 美津子 OS7(DSS21)
岸端 隆 中澤 康代 DCｸﾛｰﾊﾞ 加藤 功 大場 ナミ子 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ
伊藤 洋 寺田 美枝子 ｻｰｸﾙﾋｰﾛ 羽切 稔 野木 美恵子 ﾕｰｽDSC
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        個人演技発表（正装）
★チャチャチャ １組 ★ルンバ １組★チャチャチャ １組 ★ルンバ １組★チャチャチャ １組 ★ルンバ １組★チャチャチャ １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
岡 省三 岡 さとみ ﾕｰｽDSC 岡 省三 岡 さとみ ﾕｰｽDSC
影山 佐知子 外山 真理 ﾚﾃﾞｨｰｽﾌﾛｰﾗ 岸端 隆 岸端 芳美 DCｸﾛｰﾊﾞ
小長井 耕作 熊切 多賀子 DCｸﾛｰﾊﾞ 小長井 耕作 熊切 多賀子 DCｸﾛｰﾊﾞ
水野 敏明 水野 智子 ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞｸﾞﾚｰｽ 杉山 純一 高橋 雅子 DCﾚｻﾞﾝ
池谷 光男 川上 弘子 DCﾚｻﾞﾝ 池谷 光男 川上 弘子 DCﾚｻﾞﾝ
牧野 繁 辻 文子 ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞｸﾞﾚｰｽ 平井 宏明 平井 由美子 DCﾐｶ
平井 宏明 平井 由美子 DCﾐｶ 平谷 栄作 平谷 静代 ｻｰｸﾙｼﾞｭﾈｽ
滝 茂吉 豊島 淑子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 牧野 繁 辻 文子 ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞｸﾞﾚｰｽ
小林 哲也 木村 百華 DMC葵

★サンバ １組 ★ワルツ １組★サンバ １組 ★ワルツ １組★サンバ １組 ★ワルツ １組★サンバ １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

岸端 隆 岸端 芳美 DCｸﾛｰﾊﾞ 袴田 長治 飯村 英子 ｼｬﾄﾞｰ
小林 哲也 木村 百華 DMC葵 鈴木 雅之 新村 まつえ ｻｰｸﾙ木蓮
杉山 純一 高橋 雅子 DCﾚｻﾞﾝ 吉沢 登 莊田 ふみ子 ﾀﾞﾝｽﾒｲﾂ
滝 茂吉 豊島 淑子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 高橋 勝也 山本 伸枝 DCﾐｶ
水野 敏明 水野 智子 ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞｸﾞﾚｰｽ 成田 茂 平井 泰子 DSC中部
平谷 栄作 平谷 静代 ｻｰｸﾙｼﾞｭﾈｽ 大澤 清 大澤 富枝 浜松DSC富塚

望月 正文 中橋 ハツ子 ｷｬｯﾂｱｲ
安田 二郎 影山 佐知子 浜松DSCｴｶﾞｵ
南 日智 小林 久子 ﾆｭｰﾌﾚﾝｽﾞ
鈴木 澄緒 石垣 春江 DCﾐｶ
山田 稔 佐野 千春 ｷｬｯﾂｱｲ
重富 守夫 重富 美代子 浜松DSC富塚
植田 英之 植田 加奈子 追手ｸﾗﾌﾞ

★ワルツ ２組 ★ワルツ ３組★ワルツ ２組 ★ワルツ ３組★ワルツ ２組 ★ワルツ ３組★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

松本 安弘 松本 和子 浜松DSC富塚 杉山 昌平 大池 純世 ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞｸﾞﾚｰｽ
冨田 嘉文 多々良 伊公子 DCﾚｻﾞﾝ 鈴木 俊明 木内 陽子 ﾕｰｽDSC
袴田 長治 新村 まつえ ｻｰｸﾙ木蓮 鈴木 雅之 井口 澄子 ｻｰｸﾙ木蓮
水野 晃成 神村 節子 浜松DSC富塚 守山 佳秀 守山 美子 ﾐｯｷｰﾊｰﾄ
高林 寿一 堀 夫紀子 DMC葵 渡部 孝満 松山 静子 DMC葵
岩田 雅義 小林 恵子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 袴田 長治 田中 ともよ ｻｰｸﾙ木蓮
山本 清 山村 裕子 DCﾐｶ 植田 英之 見城 こずえ DCﾐｶ
野又 弘也 金田 敏子 ｻｰｸﾙ木蓮 大澤 弘叔 北川 暢子 ｶﾖｰﾊｰﾄ
中澤 勇 長島 すみ子 DCﾚｻﾞﾝ 亀口 禎之  亀口 博子 DSC中部
大沼 元康 山添 節子 ﾚﾃﾞｨｰｽﾌﾛｰﾗ 江尻 進 石塚 綾子 浜松DSC富塚
鈴木 雅之 飯村 英子 ｼｬﾄﾞｰ 望月 規克 井上 眞千子 ｷｬｯﾂｱｲ
宮田 和正 杉本 八重子 DCﾐｶ 山城 武 山城 邦子 ﾐｯｷｰﾊｰﾄ

★ワルツ４組 ★ワルツ５組★ワルツ４組 ★ワルツ５組★ワルツ４組 ★ワルツ５組★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

牧野 康雄 柴山 典代 DCﾐｶ 水野 清平 水野 裕子 ｶﾖｰﾊｰﾄ
宮城 力男 落合 みどり DSC西部 岩田 雅義 大澤 清美 ｶﾖｰﾊｰﾄ
青島 作男 和田 美子 ｺﾞｰﾙﾄﾞDSC 袴田 長治 片山 恭子 ｻｰｸﾙ木蓮
稲垣 由明 川口 千恵子 ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞｸﾞﾚｰｽ 寺尾 勉 中村 恵子 DCﾐｶ
森本 好一 掛橋 初美 ｷｬｯﾂｱｲ 大石 猪佐雄 大滝 好子 ｶﾖｰﾊｰﾄ
鈴木 雅之 田中 ともよ ｻｰｸﾙ木蓮 上総 満雄 伊奈 和子 DSC東部
畑崎 美芳 乾 清子 DCｱﾘｽ 鈴木 修實 鈴木 光 ｶﾖｰﾊｰﾄ
袴田 長治 井口 澄子 ｻｰｸﾙ木蓮 長谷川 圭司 長谷川 富実絵 ﾀﾞﾝｽﾅｯﾂ
小野田 善保 後藤 千津子 DCｸﾛｰﾊﾞ 服部 潤佶 高橋 えみ子 DSC中部
鈴木 勇 服部 恒子 DCﾐｶ 鈴木 英一 竹市 洋子 ｶﾖｰﾊｰﾄ
竹下 昌宏 平野 光子 DCﾐｶ 戸田 道夫 村島 洪子 ﾆｭｰﾌﾚﾝｽﾞ
高林 寿一 藤山 久枝 DMC葵 山下 由實 山下 厚子 ｻｰｸﾙｼﾞｭﾈｽ
山本 順平 嘉手苅 広代 ｻｰｸﾙ木蓮
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        個人演技発表（正装）
★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★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★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★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
鈴木 重雄 鈴木 廣子 ﾐｯｷｰﾊｰﾄ 本澤 繁男 本澤 弘子 ﾆｭｰﾌﾚﾝｽﾞ
望月 潔 平谷 美香 DCﾚｻﾞﾝ 鈴木 雅之 片山 恭子 ｻｰｸﾙ木蓮
高林 寿一 藤山 久枝 DMC葵 成田 茂 平井 泰子 DSC中部
鈴木 英一 竹市 洋子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 大澤 弘叔 大澤 清美 ｶﾖｰﾊｰﾄ
山田 忠男 増田 右子 DCｱﾘｽ 戸田 道夫 村島 洪子 ﾆｭｰﾌﾚﾝｽﾞ
剣持 徳治 青地 智子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 守山 佳秀 守山 美子 ﾐｯｷｰﾊｰﾄ
植田 英之 植田 加奈子 追手ｸﾗﾌﾞ 山下 由實 山下 厚子 ｻｰｸﾙｼﾞｭﾈｽ
竹内 俊昭 松浦 きく江 東部ASD 山田 稔 佐野 千春 ｷｬｯﾂｱｲ
山本 敏 渋谷 明美 DCﾐｶ 亀口 禎之  亀口 博子 DSC中部
大沼 元康 山添 節子 ﾚﾃﾞｨｰｽﾌﾛｰﾗ 山本 順平 嘉手苅 広代 ｻｰｸﾙ木蓮
岩田 雅義 岩崎 博子 ｶﾖｰﾊｰﾄ

★スローフォックストロット ３組 ★タンゴ １組★スローフォックストロット ３組 ★タンゴ １組★スローフォックストロット ３組 ★タンゴ １組★スローフォックストロット ３組 ★タンゴ 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

伏見 隆夫 鈴木 佳子 ﾆｭｰﾌﾚﾝｽﾞ 安田 二郎 影山 佐知子 浜松DSCｴｶﾞｵ
鈴木 俊明 木内 陽子 ﾕｰｽDSC 牧野 康雄 柴山 典代 DCﾐｶ
大澤 清 大澤 富枝 浜松DSC富塚 山本 敏 渋谷 明美 DCﾐｶ
小沢 次男 斉藤 幸子 DCｱﾘｽ 渡部 孝満 松山 静子 DMC葵
青柳 良孝 春川 朝子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 松本 安弘 松本 和子 浜松DSC富塚
高橋 勝也 山本 伸枝 DCﾐｶ 鈴木 雅之 新村 まつえ ｻｰｸﾙ木蓮
山城 武 山城 邦子 ﾐｯｷｰﾊｰﾄ 宮田 和正 杉本 八重子 DCﾐｶ
立花 美実 近藤 やす子 ｺﾞｰﾙﾄﾞDSC 杉山 昌平 大池 純世 ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞｸﾞﾚｰｽ
宮崎 親佳 宮崎 厚子 ｻｰｸﾙｼﾞｭﾈｽ 大澤 弘叔 大澤 清美 ｶﾖｰﾊｰﾄ

袴田 長治 飯村 英子 ｼｬﾄﾞｰ
伏見 隆夫 鈴木 佳子 ﾆｭｰﾌﾚﾝｽﾞ
鈴木 修實 鈴木 光 ｶﾖｰﾊｰﾄ

★タンゴ ２組 ★タンゴ３組★タンゴ ２組 ★タンゴ３組★タンゴ ２組 ★タンゴ３組★タンゴ ２組 ★タンゴ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

畑崎 美芳 乾 清子 DCｱﾘｽ 上総 満雄 伊奈 和子 DSC東部
宮崎 親佳 宮崎 厚子 ｻｰｸﾙｼﾞｭﾈｽ 服部 潤佶 高橋 えみ子 DSC中部
立花 美実 近藤 やす子 ｺﾞｰﾙﾄﾞDSC 岩田 雅義 小林 恵子 ｶﾖｰﾊｰﾄ
青柳 良孝 春川 朝子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 剣持 徳治 青地 智子 ｶﾖｰﾊｰﾄ
袴田 長治 新村 まつえ ｻｰｸﾙ木蓮 寺尾 勉 中村 恵子 DCﾐｶ
水野 晃成 神村 節子 浜松DSC富塚 鈴木 雅之 田中 ともよ ｻｰｸﾙ木蓮
小沢 次男 斉藤 幸子 DCｱﾘｽ 竹下 昌宏 平野 光子 DCﾐｶ
山田 忠男 増田 右子 DCｱﾘｽ 袴田 長治 片山 恭子 ｻｰｸﾙ木蓮
中澤 勇 長島 すみ子 DCﾚｻﾞﾝ 本澤 繁男 本澤 弘子 ﾆｭｰﾌﾚﾝｽﾞ
鈴木 勇 服部 恒子 DCﾐｶ 鈴木 重雄 鈴木 廣子 ﾐｯｷｰﾊｰﾄ
望月 潔 平谷 美香 DCﾚｻﾞﾝ 青島 作男 和田 美子 ｺﾞｰﾙﾄﾞDSC
鈴木 雅之 片山 恭子 ｻｰｸﾙ木蓮

★タンゴ ４組 ★タンゴ ５組★タンゴ ４組 ★タンゴ ５組★タンゴ ４組 ★タンゴ ５組★タンゴ ４組 ★タンゴ 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

鈴木 雅之 井口 澄子 ｻｰｸﾙ木蓮 袴田 長治 井口 澄子 ｻｰｸﾙ木蓮
小野田 善保 後藤 千津子 DCｸﾛｰﾊﾞ 望月 規克 井上 眞千子 ｷｬｯﾂｱｲ
山本 清 山村 裕子 DCﾐｶ 森本 好一 掛橋 初美 ｷｬｯﾂｱｲ
水野 清平 水野 裕子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 青木 紹之 岩崎 博子 ｶﾖｰﾊｰﾄ
冨田 嘉文 多々良 伊公子 DCﾚｻﾞﾝ 野又 弘也 金田 敏子 ｻｰｸﾙ木蓮
大石 猪佐雄 大滝 好子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 重富 守夫 重富 美代子 浜松DSC富塚
望月 正文 中橋 ハツ子 ｷｬｯﾂｱｲ 南 日智 小林 久子 ﾆｭｰﾌﾚﾝｽﾞ
長谷川 圭司 長谷川 富実絵 ﾀﾞﾝｽﾅｯﾂ 竹内 俊昭 松浦 きく江 東部ASD
袴田 長治 田中 ともよ ｻｰｸﾙ木蓮 鈴木 澄緒 石垣 春江 DCﾐｶ
鈴木 修實 北川 暢子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 江尻 進 石塚 綾子 浜松DSC富塚
宮城 力男 落合 みどり DSC西部 鈴木 雅之 飯村 英子 ｼｬﾄﾞｰ

吉沢 登 莊田 ふみ子 ﾀﾞﾝｽﾒｲﾂ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 2 3 4 5 6 7 8 9 101 2 3 4 5 6 7 8 9 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10

R W C T R W C T S FR W C T R W C T S FR W C T R W C T S FR W C T R W C T S F

東部 101 河辺 哲彦 河辺 彩子 ＯＳ７ ◎◎◎◎

東部 102 杉田 尚 福島 和代 ＯＳ７ ◎◎◎◎

中部 201 鈴木 重雄 鈴木 廣子 ＤＣミカ ◎◎◎◎

中部 202 青木 紹之 岩崎 博子 カヨーハート ◎◎◎◎

西部 301 鈴木 英明 岡田 いそ子 フェニックス ◎◎◎◎

西部 302 大澤 清 外山 真理 浜松ＤＳＣ富塚 ◎◎◎◎

東部 103 細野 秀雄 加藤 逸子 ＯＳ７ ◎◎◎◎

東部 104 岩村 政栄 伊賀 みどり ＯＳ７ ◎◎◎◎

中部 203 小沢 次男 斎藤 幸子 ＤＣアリス ◎◎◎◎

中部 204 高橋 勝也 山本 伸枝 ＤＣミカ ◎◎◎◎

西部 303 青島 作男 和田 美子 ゴールドＤＳＣ ◎◎◎◎

西部 304 山本 順平 嘉手苅 広代 サークル木蓮 ◎◎◎◎

東部 105 稲村　稔 稲村　千枝子 エイト ◎◎◎◎

東部 106 塚原 信夫 藤井 明子 ユースＤＳＣ ◎◎◎◎

中部 205 渡部 孝満 松山 静子 ＤＭＣ葵 ◎◎◎◎

中部 206 平野 誠一郎 小林 芳枝 ＤＣミカ ◎◎◎◎

西部 305 住岡 定敬 橋本 久美子 浜松ＤＳＣエガオ ◎◎◎◎

西部 306 大沼 元康 山添 節子 浜松ＤＳＳ教室 ◎◎◎◎

東部 107 竹内 俊昭 松浦 きく江 東部ＡＳＤ ◎◎◎◎

東部 108 望月　正文 中橋 ハツ子 キャッツアイ ◎◎◎◎

中部 207 亀口 禎之 亀口 博子 ＤＳＣ中部 ◎◎◎◎

中部 208 竹下 昌宏 平野 光子 ＤＣミカ ◎◎◎◎

西部 307 加藤 功 大場 ナミ子 サークルヒーロー ◎◎◎◎

西部 308 野又 弘也 金田 敏子 サークル木蓮 ◎◎◎◎

東部 109 秋場 榮作 苫米地千世子 ユースＤＳＣ ◎◎◎◎

東部 110 平柳　正滋 平柳　重子 ユースＤＳＣ ◎◎◎◎

中部 209 服部 潤佶 高橋 えみ子 ＤＳＣ中部 ◎◎◎◎

中部 210 遠藤 道男 松本 とき枝 ＤＭＣ葵 ◎◎◎◎

西部 309 山下 進 伊藤 悦子 サークルヒーロー ◎◎◎◎

西部 310 中村 通生 栗田 節子 サークルヒーロー ◎◎◎◎

東部 111 伏見 隆夫 鈴木 佳子 ニューフレンズ ◎◎◎◎

東部 112 寺田 豊司 林 順子 ユースＤＳＣ ◎◎◎◎

中部 211 山本 敏 澁谷 明美 ＤＣミカ ◎◎◎◎

中部 212 岩崎 千春 岩崎 恵美子 ＤＳＣ中部 ◎◎◎◎

西部 311 宮崎 親佳 宮崎 厚子 サークルジュネス ◎◎◎◎

西部 312 鈴木 雅之 田中 ともよ レッツダンス ◎◎◎◎

支　部　対　抗　戦　選  手　一　覧  支　部　対　抗　戦　選  手　一　覧  支　部　対　抗　戦　選  手　一　覧  支　部　対　抗　戦　選  手　一　覧  

支支支支
部部部部

背背背背
番番番番
号号号号

リーダー パートナー 所   属リーダー パートナー 所   属リーダー パートナー 所   属リーダー パートナー 所   属
ｼﾆｱⅢｼﾆｱⅢｼﾆｱⅢｼﾆｱⅢｼﾆｱⅤ ｼﾆｱⅣｼﾆｱⅤ ｼﾆｱⅣｼﾆｱⅤ ｼﾆｱⅣｼﾆｱⅤ ｼﾆｱⅣ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 2 3 4 5 6 7 8 9 101 2 3 4 5 6 7 8 9 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10

R W C T R W C T S FR W C T R W C T S FR W C T R W C T S FR W C T R W C T S F

支　部　対　抗　戦　選  手　一　覧  支　部　対　抗　戦　選  手　一　覧  支　部　対　抗　戦　選  手　一　覧  支　部　対　抗　戦　選  手　一　覧  

支支支支
部部部部

背背背背
番番番番
号号号号

リーダー パートナー 所   属リーダー パートナー 所   属リーダー パートナー 所   属リーダー パートナー 所   属
ｼﾆｱⅢｼﾆｱⅢｼﾆｱⅢｼﾆｱⅢｼﾆｱⅤ ｼﾆｱⅣｼﾆｱⅤ ｼﾆｱⅣｼﾆｱⅤ ｼﾆｱⅣｼﾆｱⅤ ｼﾆｱⅣ

東部 113 稲木 久男 大谷 清子 ＡＮＧＥＬ ◎◎◎◎

東部 114 小磯 光正 細田 ミツ江 ユースＤＳＣ ◎◎◎◎

中部 213 吉沢 登 荘田 ふみ子 ダンスメイツ ◎◎◎◎

中部 214 水野 敏明 水野 智子 ダンシンググレース ◎◎◎◎

西部 313 中村 直史 丸山 るみ子 サークルヒーロー ◎◎◎◎

西部 314 立花 美實 近藤 やす子 ゴールドＤＳＣ ◎◎◎◎

東部 115 鈴木 俊明 木内 陽子 ユースＤＳＣ ◎◎◎◎

東部 116 日吉 照郎 萩原 津由 ユースＤＳＣ ◎◎◎◎

中部 215 成田 茂 平井 泰子 ＤＳＣ中部 ◎◎◎◎

中部 216 宮田 和正 杉本 八重子 ＤＣミカ ◎◎◎◎

西部 315 江尻 進 石塚 綾子 浜松ＤＳＣ富塚 ◎◎◎◎

西部 316 安田 二郎 影山 佐知子 浜松ＤＳＣエガオ ◎◎◎◎

東部 117 岡　省三 岡 さとみ ユースＤＳＣ ◎◎◎◎

東部 118 高田 光康 土屋 美代子 ユースＤＳＣ ◎◎◎◎

中部 217 池谷 光男 川上 弘子 ＤＣミカレザン ◎◎◎◎

中部 218 剣持 徳治 青地 智子 カヨーハート ◎◎◎◎

西部 317 平谷 栄作 平谷 静代 サークルジュネス ◎◎◎◎

西部 318 宮城 力男 落合 みどり ＤＳＣ西部 ◎◎◎◎

東部 119 上総 満雄 伊奈 和子 ＤＳＣ中部 ◎◎◎◎

東部 120 本澤 繁男 本澤 弘子 ニューフレンズ ◎◎◎◎

中部 219 富田 嘉文 多々良伊公子 ＤＣレザン ◎◎◎◎

中部 220 植田 英之 植田 加奈子 追手クラブ ◎◎◎◎

西部 319 山下 由實 山下 厚子 サークルジュネス ◎◎◎◎

西部 320 袴田 長治 飯村 英子 シャドー ◎◎◎◎

東　部 中　部

- -

- 優勝

優勝 ２位

優勝 ２位

２位 優勝

優勝 ２位

２位 優勝

２位 優勝

２位 優勝

３位 優勝

（２位） （優勝）

２位 優勝

２位 優勝

過去の成績過去の成績過去の成績過去の成績

1999年 優勝 支部対抗戦

支部対抗戦

2000年

2002年

開催年

台風のため中止

支部対抗戦

2010年

2006年

2007年 支部対抗戦

支部対抗戦

20周年記念行事のため　開催なし

2011年 ３位

３位

３位

２位

2008年

2009年

２位 支部対抗戦

３位

西　部 ＭＥＭＯ

３位

- 支部対抗戦

支部対抗戦

2013年 支部対抗戦３位

2001年

支部対抗戦

（３位） 競技選手支部別戦　

支部対抗戦

2003年

2004年

2005年

支部対抗戦３位

３位

2012年 支部対抗戦
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第２７回全国健康福祉祭とちぎ大会 
ねんりんピック栃木２０１４ダンススポーツ交流大会 

大田原市栃木県立県北体育館メインアリーナ 

平成 26 年 10 月 5 日(日)  
 

          静岡県代表   監督 後藤 徹 

 

  ワルツ    望月正文   中橋 ハツ子 組 （富士宮市・富士宮市 キャッツアイ） 

  タンゴ    上総 満雄  伊奈 和子  組 （富士市・富士市 ＤＳＣ東部） 

  チャチャチャ 稲木 久男  大谷 清子  組 （沼津市・清水町 ＡＮＧＥＬ） 

  ルンバ    野田 章   杉澤 光枝  組 （函南町・三島市 ドリーム） 

   

              静岡市代表   監督 佐藤 清蔵 

 ワルツ    鈴木 重雄   鈴木 廣子  組 （ＤＣミカ） 

  タンゴ    吉沢 昇   荘田 ふみ子 組 （ダンスメイツ） 

  チャチャチャ 水野 敏明  水野 智子  組 （ダンシンググレース）  

  ルンバ    遠藤 道男  松本 とき枝 組 （ＤＭＣ葵） 

   

          浜松市代表   監督 鈴木 保幸 

 

  ワルツ    浦川 卓嗣  浦川 悦子  組 （ゴールドＤＳＣ） 

  タンゴ    宮崎 親佳  宮崎 厚子  組 （サークルジュネス） 

  チャチャ   杉本 光賢  光永 禮子  組 （浜松ＤＳＣモア）  

  ルンバ    山下 由實  山下 厚子  組 （サークルジュネス） 

  

 

 

           平成２６年度静岡県ダンススポーツ連盟役員 平成２６年度静岡県ダンススポーツ連盟役員 平成２６年度静岡県ダンススポーツ連盟役員 平成２６年度静岡県ダンススポーツ連盟役員 
    相 談 役     芹沢 健一  岸尾 政弘 

    名 誉 会 長     斉藤 斗志二 (公益社団法人日本ダンススポーツ連盟会長) 

    会   長     金子 和裕 

    副会長・事務局長  海野 美代子 （中部支部担当）      

    副 会 長     渡辺 定弘 

              溝口 稔        

              柳川 正勝  （東部支部担当） 

              大沼 元康  （西部支部担当） 

    常 任 理 事     大島 喜六   鈴木 俊明     

              小川 陽子   大河原 敏朗   佐藤 清蔵 

              本村 幹夫   原田 末信     稲垣 照雄 

              岩崎 千春   鈴木 康介    戸塚 美保子    

    理    事      片野 進    小山 美津子   西嶋 一人 

               渡辺 弘    後藤 徹      小山 茂樹   

              牧野 正道   鈴木 保幸     杉山 典克       

   豊田 好子                     

    監    事     森田 肇司   寺尾 勉      西村 幸男 

 

-29-


