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             平成２１年 １０月 ４日(日) 
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                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 
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         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   

 



  

 

 

                

              御 挨 拶 
 
                                               静岡県レクリエーション協会 
                                               会  長    天 野  一 
 

 

今年で１６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、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。 

      皆様方のご尽力のおかげで、回を重ねるごとに参加者も増え、一昨年は 

     １５，０００人の県民の皆様にご参加いただき、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。 

      本年度も４０種目が県下１３市町で開催されます。 

      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、来年、平成２２年１１月には、念願でありました、「全国レクリエーション 

     大会」が静岡県で開催されます。県協会といたしましても、現在その準備を進めてお 

     り、この６月には、「第６４回全国レクリエーション大会ＩＮ静岡 大会実行委員会」 

     を立ち上げ、大会に向けての準備を進めてまいります。 

      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 21年 吉日 
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ごあいさつ 
 

                     静岡県ダンススポーツ連盟  

会 長  金 子  和 裕 
 

 

本日は本連盟加盟サークルより大勢の会員の皆様にご参加をいただき、今年も盛大に第２１回 

「大舞踏会」を開催することができました。 

昨年は創立２０周年記念式典をあわせて開催させていただきましたが、本舞踏会は本連盟創立時 

から毎年開催され本連盟の歩みとともに回を重ねている伝統ある大舞踏会となってまいりました。 

 

今回は会場が変わり藤枝の舞踏館！？ いや武道館での開催となりましたがいつもながら大勢 

の参加をいただき会員の皆様そしてサークル代表者各位には心から感謝申し上げます。 

 

この大舞踏会を通じて生涯スポーツとしてのダンスが盛んになり、サークル活動が活発になる 

ことは本連盟としても大変喜ばしく思う次第でございます。 

このように会員親睦とダンスの本来の楽しさを大切にして子供から高齢者、そして日頃は競技 

会で活躍している選手に至るまでが、和やかに集い・交流するこの「大舞踏会」は、本連盟の活 

動の源であり今日の発展の礎を築いた原点でもあります。これからもこの大舞踏会を大切にして 

毎年継続してまいりたいと思います。 

 

さて、皆様もすでにご承知のことと思いますが、本年１０月２４日から文化庁主催による「国 

民文化祭しずおか２００９」が開催され、１１月１日（日）には本連盟主管による「ダンス交流 

フェスティバル」が開催されます。 

この大会には車椅子ダンスがはじめて参加し、健常者から障害者そして子供から高齢者まで年 

齢や障害を超えた正にダンスを通じて多くダンス愛好者が集い・交流するすばらしい大会となる 

ことと思います。 

この「ダンス交流フェスティバル」が“国民文化祭しずおか”の中で最も素晴らしい大会にし 

たいと思っております。本県からも大勢の選手や子供たちそしてフォーメーションチームなどが 

出場されることと思いますが、是非当日はグランシップの会場を埋め尽くすほどの観客にご観戦 

いただき、県内選手はじめ全国から参加いただいた選手に対しても大きな声援を送っていただき 

たいと思います。 

 

最後になりましたが、本日はこの大舞踏会で素晴らしいダンススポーツを心から楽しみながら 

会員相互の親睦を深めていただき楽しいひとときをお過ごしいただきたいと存じます。 

 
                             平成２１年１０月４日 
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        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 
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         静岡県レクリエーション協会           
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） 

 遠藤 亮平 （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） 

祭 典 委 員 長 石川 恵一朗 (県教育委員会スポーツ振興課長)  

 

              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)   

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

司 会 紅林 伸枝 (ダンスナッツ) 小菅 睦 (DC ｱﾘｽ)   

ミ キ サ ー 田崎 秀樹 (ＤＣミカ) 名波 八千代 (ＤＣミカ)   

出 場 係 稲垣 照雄 (ＳＤＳＦ常任理事) 地田 祐二 (ＳＤＳＦ理事) 大友 泰二 (ＳＤＳＦ理事) 

 鷲巣 裕司 (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)     

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

 小山 茂樹 (D.C ﾋﾟｺ) 勝山 東海廣 (双葉) 西村 進 （DC ｼﾞｮｲ） 

 稲垣 由明 (ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞｸﾞﾚ-ｽ) 鈴木 保幸 (ＳＤＳＦ理事)   

受 付 係 大島 喜六 (ＳＤＳＦ常任理事) 地田 久江 (DC ｼﾙｴｯﾄ) 山添 節子 (ﾚﾃﾞｨｰｽﾌﾛｰﾗ) 

 鈴木 孝枝 (ｻｰｸﾙ木蓮) 小川 陽子 (ＳＤＳＦ理事) 大坪 義朗 (ＤＣミカ) 

 岩崎 恵美子 （SNDC）     

ヒールチェック 牧野 正道 (東益津DC) 吉村 茂子    

接 待 係 佐藤 美智子 (ｶﾖｰﾊｰﾄ) 後藤 光子 (追手ｸﾗﾌﾞ) 小山 皓江 （DC ﾋﾟｺ） 

 高橋 雅子 (DC ﾚｻﾞﾝ) 杉田 紘江 (ＯS7) 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 (ダンスメイツ) 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)     

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） 大河原 敏朗 （ＳＤＳＦ理事）   

回 収 静岡県レクリエーション協会運営スタッフ２名   
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           タイムテーブル 
 ８：５０ 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 第一部 

①ﾏｲﾄ DC･ｶﾖｰﾊｰﾄ ﾗﾃﾝﾒﾄﾞﾚｰ ⑦ﾕｰｽ火曜教室 ﾙﾝﾊﾞ  ⑬ｻｰｸﾙ｢ｼﾞｭﾈｽ｣ ﾜﾙﾂ 

②DC ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ ﾗﾃﾝﾒﾄﾞﾚｰ S･R ⑧浜松 DSC 富塚 ﾜﾙﾂ ⑭OS7(いちご) ﾙﾝﾊﾞ 

③NSS ﾜﾙﾂ A   ⑨ODC ﾙﾝﾊﾞ ⑮追手ｸﾗﾌﾞ ｻﾝﾊﾞ 

④DC ﾐｶ(土曜ｸﾗﾌﾞ) ﾊﾟｿﾄﾞﾌﾞﾚ   ⑩ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞｸﾞﾚｰｽ R･S ﾒﾄﾞﾚｰ ⑯NSS ﾀﾝｺﾞ 

⑤DMC 葵 ﾙﾝﾊﾞ ⑪DC ｼﾞｮｲ ﾙﾝﾊﾞ  

⑥ﾚﾃﾞｨｰｽ･ﾌﾛｰﾗ W･C ﾒﾄﾞﾚｰ ⑫ﾍﾞｰｼｯｸ DSC R&C  
 
１１：００ 団体演技発表 第二部  

①ﾕｰｽ金曜教室 ﾀﾝｺﾞ ⑦OS7(柿田川ﾊﾞｲｶﾓ) ﾜﾙﾂ ⑬ｱﾙｼｵﾝ ﾊﾟｿﾄﾞﾌﾞﾚ 

②DC ｸﾚｯｼｪﾝﾄﾞ  ﾜﾙﾂ ⑧DC ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ ﾀﾝｺﾞ ⑭ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞｸﾞﾚｰｽ W･T ﾒﾄﾞﾚｰ 

③ｻｰｸﾙﾋｰﾛｰ ﾁｬﾁｬﾁｬ ⑨ﾆｭｰﾌﾚﾝｽﾞ ﾜﾙﾂ&ﾀﾝｺﾞ ⑮ODC ﾀﾝｺﾞ 

④ﾀﾞﾝｽｻｰｸﾙ浜松 F&B ﾜﾙﾂ ⑩浜松 DSC ﾓｱ ﾁｬﾁｬﾁｬ ⑯東益津 DC ﾜﾙﾂ 

⑤NSS ﾙﾝﾊﾞ ⑪DC 浜松可美 ﾜﾙﾂ  

⑥ｶﾖｰﾊｰﾄ･ﾏｲﾄ DC R･C ﾒﾄﾞﾚｰ ⑫追手ｸﾗﾌﾞ ﾁｬﾁｬﾁｬ  
１２：００ 昼  食 

        第１７回都道府県対抗「全国ダンススポーツ大会」in新潟 静岡県代表選手紹介 

１２：３０ 団体演技発表 第三部  
①ｱﾙｼｵﾝ ﾜﾙﾂ ⑦浜松 DSC ｴｶﾞｵ ﾀﾝｺﾞ  ⑬OS7(OS) ﾀﾝｺﾞ 

②NSS ﾜﾙﾂ  B ⑧DC ｼﾞｮｲ ﾀﾝｺﾞ ⑭東益津 DC ﾙﾝﾊﾞ 

③ｶﾖｰﾊｰﾄ･ﾏｲﾄﾚ DC W･T ⑨DC ﾋﾟｺ R&C ﾒﾄﾞﾚｰ ⑮DC ﾐｶ(SE) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾒﾄﾞﾚｰ   

④DC ﾐｶ ﾀﾝｺﾞ･ﾁｬﾁｬﾁｬ ⑩ﾕｰｽ土曜教室 ﾜﾙﾂ     

⑤ｻｰｸﾙ木蓮 ﾜﾙﾂ ⑪DC ﾚｻﾞﾝ C･R ﾒﾄﾞﾚ-  

⑥DC ﾐｶ(ﾐｯｷｰﾊｰﾄ) ﾁｬﾁｬﾁｬ ⑫双葉 ﾜﾙﾂ  
１３：２０  体操ダンス  中部支部有志 
１３：３０  個人演技発表 (平服 1 部)                  
         チャチャチャ    １組 ～  ８組  （173 ｴﾝﾄﾘｰ） 
         ルンバ       １組 ～ １２組  （257 ｴﾝﾄﾘｰ） 
１４：１０ 個人演技発表 (平服２部) 
         ワルツ       １組 ～ １３組  （279 ｴﾝﾄﾘｰ） 
         タンゴ       １組 ～ １０組  （204 ｴﾝﾄﾘｰ）  
１４：５５ 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  （18 ｴﾝﾄﾘｰ） 
         ルンバ       １組 ～   ３組  （27 ｴﾝﾄﾘｰ） 
         サンバ       １組 ・  ２組  （15 ｴﾝﾄﾘｰ） 
１５：２５ 個人演技発表 (正装２部) 
         ワルツ       １組 ～  ４組  （44 ｴﾝﾄﾘｰ） 
         スローＦ      １組 ～  ３組  （27 ｴﾝﾄﾘｰ） 
         タンゴ       １組 ～  ４組  （36 ｴﾝﾄﾘｰ） 
１６：００ 支部対抗戦 

①初 級 戦 (ルンバ)       ⑥上 級 戦 (スローフォックストロット) 
②初 級 戦 (ワルツ)       ⑦ゴールド戦 (ルンバ) 
③中 級 戦 (チャチャチャ)     ⑧ゴールド戦 (ワルツ 
④中 級 戦 (タンゴ        ⑨オープン戦 (パソドブレ) 
⑤上 級 戦 (サンバ)       ⑩オープン戦 (クイックステップ) 

１７：００ 終了 
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        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  ・望月 敏雄        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： カヨーハート・マイトレＤＣの女性だけでラテンメドレーをソロで踊ります。 

昨年に引き続き基礎のステップのみです。 

        皆で楽しく列を替えながら、揃えながら踊れたら良いなーと思っています。 

        皆様のあたたかいご声援をよろしくお願い致します。 

 

小永井 裕子 竹市 洋子 高木 洋子 岩崎 博子 片瀬 恵子 大滝 好子 

岩崎 久子 大滝 菊映 大澤 清美 望月 祐子 中村 絢子 豊島 淑子 

青地 智子 滝本 民江 北川 暢子 堀 扶起子 佐藤 美智子 水野 裕子 

 

★１－２ 

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 ： ラテンメドレー 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： みんな始めてのサンバです。 

        曲をしっかり聴いて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 

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 

石塚 誠 牧田 たけ江 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 花井 福 

小川 陽子 深沢 静江     

 

★１－３ 

サークル名 ： ＮＳＳ            所   属 ：中部支部 

代 表 者 ： 大石 眞由美             指 導 者 ：鷲巣 裕司、鷲巣 瑞代（アマ） 

演 技 種 目 ： ワルツ  Ａ               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： 会発足３０周年を機にチーム編成されました。度重なる発表の場で 

        研鑽を積みました。本日は皆さんの前で演技できる喜びと１１月の 

        国民文化際での演技披露に胸躍らせる私達です。 

 

 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 

安心院 透 木村 薫 池ケ谷 博 池ケ谷 米子 宇佐美 清 堀川 敏江 

天野 章 川嶋 きみ江 丸尾 茂生 安心院 啓子 鈴木 実 坂井 美智枝 

亀山 金平 戸塚 佐知子 亀山 正幸 角入 攝 斉藤 光雄 稲垣 貴子 

大長 実 大長 恒子 武田 晴州 佐藤 のり子   
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★１－４ 

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 ： 

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 ： 必要               退場行進曲 ：必要 

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     

 

 

 

★１－５ 

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 ： 必要               退場行進曲 ：必要 

プロフィール： 初めての参加です。初心者の私たちですがちょっと難しいフォーメーション 

        に挑戦しました。ルンバウォークを一生懸命練習したのですが、次はもっ 

と上手になって出たいと思います。 

 

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 

杉山 昌弘 増田 恵子 増田 英雄 増田 淑子 石川 昭大 遠藤 静子 

塩沢 広子 渕之上満喜子 渡部 孝満 石神 もと子   

 

 

 

★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 ：海林 照美（プロ）  

演 技 種 目 ： ワルツ・チャチャチャメドレー   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： 昨年は４組でのお披露目でしたが今年は７組、ワルツ・チャチャチャ 

        のメドレーです。種目の特徴をうまく踊り分けられたら最高ですが・・・ 

        ベーシックフィガーを、１から教わりながら練習してきました。 

        きびしいレッスンにもめげない踊り好き達に、どうぞあたたかいご声 

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 

三和 とみ子 木全 臣子 市川 洋子 外山 真理 山添 節子 藤井 久恵 

一色 はるえ 加藤 澄子 影山 佐知子 小野田 好代 小池 やす子 竹内 文江 

伊賀 すみ子 磯部 妙子     
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★１－７ 

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 ：  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： 私たちユース火曜教室は、ダンスを始めて２年以上のメンバーが中心です。 

        まだまだダンスを綺麗に踊ることはできませんが、基本を少しずつ覚えて 

踊れるようになっていくことがとても楽しいです。 

        今回はルンバの発表です。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 

菊岡 洋三 菊岡 由美子 星谷 清重 石倉 由美子 高柳 茂 高柳 ふじ江 

白壁 稔 渡辺 英子 堤 清紘 堤 京子 鈴木 俊明 目黒 町子 

武井 博 大南 よし江 萩野 雪雄 苫米地千世子 室伏 良美 奥村 千代子 

小磯 光正 木内 陽子     

 

★１－８ 

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                    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。 

今回は新しいメンバーも加わり練習不足もあって心配ですが一生懸命 

頑張りますので、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 

金子 和裕 金子 泰子 江尻 進 江尻 由美 鈴木 啓一 鈴木 登紀子 

粕谷 登 石塚 綾子 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   

 

★１－９ 

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。 

        ベーシックを基本にして練習をしてきました。 

        今日は楽しく踊りたいと思います。今回はルンバで参加します。 

        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 内野 和子 池ケ谷 鎌司 萩原 吟子 小泉 隆鋪 長島 雪江 

鈴木 実 堀川 敏江 永田 勝弘 田中 幸子 黒柳 忠男 滝浪 澄子 

谷津 嘉吉 中野 広子 山本 善 鋪 黒柳 鉄子 宇佐美 清 杉山 さち江 

吉田 一夫 増田 盛子 大村 清 松平 妃佐子   
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★１－１０ 

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 ：  ルンバ・サンバ 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：  

 

 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 鈴木 邦夫 鈴木 智恵子 赤井 康男 赤井 かや子  

藤井 良和 藤井 祥江 海野 東一 青嶋 満代 服部 道夫 河野 晴江 

幸田 良一 幸田 光子 稲垣 輝治 辻 文子 水野 敏明 水野 智子 

佐野 晶親 宮岡 和子     

 

 

★１－１１ 

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 高橋 靖乃 飯塚 為司 杉本 衿子 福井 林次 小林 敏子 

杉原 唯夫 大森 久美子 中島 辰美 吉田 節子 山本 清 青木 正子 

 

 

 

★１－１２ 

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 寿一（アマ） 

演 技 種 目 ： ルンバ＆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： ダンスは“ベーシックが大切”をモットーに会員数は少ないですが土曜日 

の夜、練習に熱い汗を流しております。ラテンのベーシックステップを中 

心にレッスンに励んでおりましたが、青木先生が昨年末にご勇退された為、 

新春から高林先生をおむかえし、サークルも新たに再スタートを切りまし 

た。現在はそれまでのラテンに加え、スタンダードも“始めの一歩が肝心” 

と初歩からがんばっております。  

 

 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 

中山 好美 望月 治美 杉山 和義 池田 洋子 望月 久史 大石 良子 

狩野 敦 藤山 久枝 岩田 雅義 中山 薫 高林 寿一 横田 八重子 
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★１－１３ 

サークル名 ： サークル 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 ： 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、会員相応の親睦を最重点にして、ダンススポーツとしての 

技術の向上を目指して、週一回の練習に励んでいます。 

残念ながら全員参加できませんが、その分他の会員で力を合わせて、 

がんばります。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 

原田 末信 原田 千乃 本田 健蔵 蟹澤 澄子 水野 晃成 外山 真理 

山下 由實 山下 厚子 金子 和裕 平谷 静代   

 

 

 

 

 

★１－１４ 

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 ：杉田 紘江、大島 喜六（アマ） 

演 技 種 目 ： ルンバ                   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： 今回の武道館での大舞踏会は初めての会場です。 

        不安と緊張感はありますが日頃練習の力を発揮する場としてよい経験と考え 

一生懸命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 

矢本 五月 大津 すみ江 大島 喜六 藤井 かほる 杉田 紘江 石川 八重子 

神田 勝史 井柳 桐子 大城 敏夫 財津 菊枝 鳥澤 効生 岡部 恵子 

大津 和夫 中村 美智子 山浦 国男 関 ゑみ子 河辺 哲彦 渡辺 和子 

細野 秀雄 望月 睦子 杉田 尚 近 千恵子 岩村 政栄 原 良江 

 

 

 

★１－１５ 

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 ： 

演 技 種 目 ： サンバ                     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： 世の中インフルエンザ大流行。サンバのリズムで吹き飛ばせ。 

        今日も、明るい笑顔と軽いバウンスをお披露目します。 

 

 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 

後藤 徹 後藤 光子 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 
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★１－１６ 

サークル名 ： ＮＳＳ            所   属 ：中部支部 

代 表 者 ： 大石 眞由美             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： タンゴらしいフォールドがままならずフットワーク、ボディーの動きに 

        悪戦苦闘するレッスンでもありました。又難しいステップがたくさん入っ 

てきました。ダンス大好きだから今日も楽しく踊ります。 

 

 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 

安心院 透 池ケ谷 米子 丸尾 茂生 戸塚 佐知子 武田 晴州 佐藤 のり子 

亀山 金平 坂井 美智枝 大長 実 井上 育子 斉藤 光雄 大長 恒子 

大村 清 高柳 光子 田辺 友信 堀川 敏江 亀山 正幸 角入 攝 

天野 章 川嶋 きみ江 池ケ谷 博 北 雅子 鈴木 実 藤山 久枝 

鈴木 博 鈴木 志津子     

 

 

サークル演技発表（第二部） 
★２－１ 

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（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： 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 

漆畑 与四郎 岡 さとみ 岡 省三 村田 けい子 高田 光康 土屋 美代子 

三澤 輝夫 野知 美恵子 久保田 元治 川口 芳子 日吉 照郎 萩原 津由 

森川 和明 小野寺 幸子 栗田 隆弘 飯田 麗子 塚原 信夫 藤井 明子 

渡辺 敏明 一杉 正子 寺田 豊司 荒井 道子   

 

★２－２ 

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                    演 技 形 式：トライアル 

入場行進曲 ： 必要               退場行進曲 ：必要 

プロフィール： 私たちグループは，競技を中心とした集まりです。今日はワルツを 

トライアルとして発表いたします。どうぞ皆様の応援をお願いします。 

 

 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 

平井 宏明 平井 由美子 寺尾 勉 中村 恵子 牧野 繁 中野 暁子 

山本 清 山村 裕子 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     
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★２－３ 

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：  

 

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 松田 厚子 原田 征巳 兼子 直子 水野 研二 豊田 由美子 

加藤 功 小林 美津子 伊藤 好徳 梶田 末子 鈴木 勝行 栗田 節子 

平野 瞬策 秋田 咲子 伊藤 洋 松本 すゑの   

 

 

★２－４ 

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 ： 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：私達サークルは毎週水曜日１９：００～２１：００曵間公民館で行っております。 

月３回の指導を受けています。基本を正しく身に着けて、きれいなダンスを踊れ 

るように努力しています 

  

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 

鈴木 啓一 鈴木 登紀子 武田 光司 平尾 栄子 橋本 一三 橋本 みさ江 

能勢 謙次朗 福田 登美子 小池 やす子 加納 のり子 柴田 常久 島津 加津代 

 

 

★２－５ 

サークル名 ： ＮＳＳ           所   属 ：中部支部 

代 表 者 ： 大石 眞由美            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： 何年経っても体重移動、リズムをとることができずレッスンの時には 

        先生の元気な声がとびかいます。さあ今日はどうかな？本番に強い私たち 

です。「バッチシだったよ！」と先生にほめていただけることでしょう。 

  

 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 

安心院 透 戸塚 佐知子 池ケ谷 博 安心院 啓子 鈴木 実 佐藤 のり子 

丸尾 茂生 池 ちづ子 飯塚 直和 佐々木よし子 武田 晴州 高柳 光子 

松下 隆次 角入 攝 大長 実 山崎 啓子 大村 清 大長 恒子 

田辺 友信 伊藤 真理子 亀山 正幸 坂井 美智枝 斉藤 光雄 木村 薫 

天野 章 白井 恵 亀山 金平 川嶋 きみ江   
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★２－６ 

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、望月 敏雄        指 導 者 ：佐藤 清蔵（（アマ） 

演 技 種 目 ： ルンバ・チャチャチャ（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 ：不要 

プロフィール： カヨーハート・マイトレＤＣの合同でルンバ・チャチャチャのメドレーを 

        踊ります。ストレッチのきいたラテンを目指しみんなで頑張っています。 

        皆様の温かい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 

岩田 雅義 小永井 裕子 滝 茂吉 豊島 淑子 鈴木 英一 竹市 洋子 

佐藤 清蔵 岩崎 久子 高木 洋子 中村 絢子 高橋 良 北川 暢子 

水野 清平 水野 裕子 飯沼 義雄 岩崎 博子 堀 扶起子 青地 智子 

佐藤 美智子 滝本 民江 寺尾 勉 大滝 好子 片瀬 隆広 片瀬 恵子 

 

 

 

★２－７ 

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 ： ワルツ                   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： 武道館での会場でスタンダードは初めてです。 

        アライメントとチームワークがとても大事です。日頃の練習に自信を持って 

        望みワルツ発表を、お互いに楽しんで心地良い一日にしたいと思います。 

 

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 

矢本 五月 近 千恵子 大島 喜六 石川 八重子 山浦 国男 中村 美智子 

岩村 政栄 関 ゑみ子 杉田 尚 岡部 恵子 大城 敏夫 加藤 逸子 

細野 秀雄 原 良江 鳥澤 効生 望月 睦子 神田 勝史 井柳 桐子 

河辺 哲彦 藤井 かほる 大津 和夫 大津 すみ江   

 

 

 

★２－８ 

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 ：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 

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 

石塚 誠 牧田 たけ江 青木 丈 青木 正美 武田 淳 犬本 祐子 

小川 汎丘 花井 福 小川 陽子 軒山 久江   
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★２－９ 

サークル名 ： ニューフレンズ          所   属 ：東部支部 

代 表 者 ： 五老 和代               指 導 者 ：土屋 時男（プロ） 

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 

甲斐 廣 鈴木 佳子 島田 智嘉 若林 信子 伏見 隆夫 伏見 亜佐 

本澤 繁男 本澤 弘子     

 

 

 

★２－１０ 

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 ： 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： 私達は、ダンススポーツの基本を重点に、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、週一回の出会いを楽し 

んでいます。今回は不慣れなラテンに挑戦していますが思うように体 

が動いてくれません。みんなで力を合わせて、一生懸命ガンバリます。 

 

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 

原田 末信 原田 千乃 水口 勇 小池 けい子 重富 守夫 外山 真理 

手嶋 通雄 鈴木 悦子 三井 猛久 伊藤 弘子 大林 唯夫 大林 みつ子 

鈴木 章博 山本 美佐子 古川 太一郎 古川 妙子   

 

 

★２－１１ 

サークル名 ： ＤＣ浜松可美           所   属 ： 西部支部 

代 表 者 ： 刑部 善弘                指 導 者 ：  

演 技 種 目 ： ワルツ                   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： 私たちＤＣ浜松可美は活動も十年を越え、細々ながらも大胆にかつ楽しく 

        Dance を続けています。練習は毎週月曜日若林会館、火曜日は可美公民館 

で行っています。 

 

 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 

黒田 浩平 木全 臣子 杉山 康治 杉山 幸子 大澤 清 大澤 富江 
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★２－１２ 

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 ： 

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： メンバー、気力、体力ともに月２回のレッスンの割には充実しています。 

今日もチャチャっと楽しく踊りませう。 

 

 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 

後藤 徹 後藤 光子 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 

 

 

 

★２－１３ 

サークル名 ： アルシオン            所   属 ：東部支部 

代 表 者 ： 江川 宗隆            指 導 者 ： 

演 技 種 目 ： パソドブレ            演 技 形 式 ： 

入場行進曲 ：                  退場行進曲 ： 

プロフィール： アルシオン沼津、来年で創立５周年を迎える若いダンススクール 

でございます。やっと覚えたルーティン、練習不足ですが一生懸命踊ります。 

        応援の方よろしくおねがいします。 

 

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 

諏訪部 光司 丹羽 君代 江川 宗隆 成川 節子 小島 嘉郎 鈴木 敦子 

松本 節子 井上 まさ江 岡本 惇 岡本 佳子   

 

 

 

 

★ ２－１４ 

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 ： ワルツ・タンゴ 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：  

 

 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 鈴木 邦夫 鈴木 智恵子 赤井 康男 赤井 かや子  

藤井 良和 藤井 祥江 海野 東一 青嶋 満代 服部 道夫 河野 晴江 

幸田 良一 幸田 光子 稲垣 輝治 辻 文子 水野 敏明 水野 智子 

佐野 晶親 宮岡 和子     
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★２－１５ 

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。 

            私達は会員の親睦を図るため楽しみながらレッスンをしています。 

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 萩原 吟子 池ヶ谷 鎌司 長島 雪江 小泉隆鋪 塩田 盛子 

鈴木 実 田中 幸子 永田 勝弘 滝浪 澄子 黒柳 忠男 黒柳 鉄子 

谷津 嘉吉 中野 広子 松下 正男 堀川 敏江 宇佐美 清 内野 和子 

吉田 一夫 杉山 さち子     

 

 

 

 

★２－１６ 

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 ： 

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 

牧野 正道 伊藤 精子 富田 憲二 鈴木 敏子 尾崎 司郎 山口 みち代 

松永 幸男 尾崎 よし江 川村 亘 新村 洋子 勝亦 成光 外村 きぬ江 

 

 

 

 

              サークル演技発表（第三部） 
★３－１ 

サークル名 ： アルシオン           所   属 ：東部支部 

代 表 者 ： 江川 宗隆            指 導 者 ： 

演 技 種 目 ： ワルツ             演 技 形 式 ： 

入場行進曲 ：                 退場行進曲 ： 

プロフィール： アルシオン沼津、来年で創立５周年を迎える若いダンススクール 

でございます。やっと覚えたルーティン、練習不足ですが一生懸命踊ります。 

        応援の方よろしくおねがいします。 

 

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 

諏訪部 光司 丹羽 君代 江川 宗隆 井上 まさ江 小島 嘉郎 鈴木 敦子 

松本 節子 田中 千子 岡本 惇 岡本 佳子   
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★３－２ 

サークル名 ： ＮＳＳ            所   属 ：中部支部 

代 表 者 ： 大石 眞由美            指 導 者 ：鷲巣 裕司、鷲巣 瑞代（アマ） 

演 技 種 目 ： ワルツ  Ｂ                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： ワルツ大好きな私たち！ 今日は広い会場でピンクの裾をひるがえし軽やかに 

        ステップをふみます。 

 

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 

安心院 透 安心院 啓子 池ケ谷 博 池ケ谷 米子 亀山 金平 戸塚 佐知子 

大長 実 大長 恒子 丸尾 茂生 伊藤 真理子 武田 晴州 杉山 慶江  

飯塚 直和 角入 攝 鈴木 実 佐々木よし子 松下 隆次 高柳 光子 

大村 清 木村 薫 亀山 正幸 堀川 敏江 斉藤 光雄 稲垣 貴子 

天野 章 池 ちづ子 鈴木 博 川嶋 きみ江 宇佐美 清 佐藤 のり子 

田辺 友信 坂井 美智枝     

 

★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 望月 敏雄         指 導 者 ：佐藤 清蔵（アマ） 

演 技 種 目 ： ワルツ・タンゴ（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： カヨーハート・マイトレＤＣの合同でワルツとタンゴを踊ります。 

        キャリアも年令もはばひろく、皆で教えあいながら楽しく練習はして 

いますが、全員揃っての練習が少ないのでまだまだです。 

        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 

小永井 裕子 豊島 淑子 竹市 洋子 
岩田 雅義 

大滝 菊映 
滝 茂吉 

大滝 好子 
鈴木 英一 

堀 扶起子 

北川 暢子 岩崎 博子 青地 智子 
高橋 良 

中村 絢子 
飯沼 義雄 

岩崎 博子 
佐藤 清蔵 

高木 洋子 

水野 裕子 片瀬 恵子 岩崎 久子 
水野 清平 

大澤 清美 
片瀬 隆広 

望月 祐子 
寺尾 勉 

滝本 民江 

 

★３－４ 

サークル名 ： ＤＣミカ            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 ： 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： 初めての経験です。切り替えさえうまくいけば、一安心なのですが、 

少々心配。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 

後藤 徹 後藤 光子 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 
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★３－５ 

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｝、の指導方針の下、大きくのびのびと 

楽しく踊る練習をしています。今日はいつもの練習のつもりで楽しく踊ります。 

 

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 

鈴木 保幸 北見 伸子 谷口 成輝 豊田 由美子 古橋 康弘 大橋 節子 

杉本 賢 榎田 暁海 重冨 守夫 神村 節子   

 

 

★３－６ 

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 和夫・寿乃（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： 毎週土曜日の夜、貴重な時間に集まってレッスンする気のあったメンバー 

        ８組です。今回も、人型やタイミングに工夫を凝らしました。 

        上手く揃えば、拍手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 

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 一美 鈴木 多恵子 鈴木 実 池谷 和子 山崎 善一 鈴木 俊江 

川村 亘 鈴木 裕子 山岸 与三郎 川村 まり子   

 

 

 

★３－７ 

サークル名 ： 浜松ＤＳＣエガオ        所   属 ：西部支部 

代 表 者 ： 町井 喬               指 導 者 ：安田二郎、景山佐知子（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： 私達サークル、「浜松ＤＣエガオ」は、ダンスの基本を重点に練習しております。 

       タンゴのフォーメーションに心を合わせて練習してきました。 

       楽しく踊れるえようにがんばりますので、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 M･I･Ami 金原 俊明 影山 佐知子 住岡 定敬 大桑 律子 

橋本 照夫 橋本 久美子 鈴木 文子 藤井 久恵 安田 二郎 田中 初枝 

 

 

 

 

 

 -18-



★３－８ 

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 ： 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 

西村 進 高橋 靖乃 福井 林次 杉本 衿子 飯塚 為司 小林 敏子 

杉原 唯夫 大森 久美子 中島 辰美 吉田 節子 山本 清 青木 正子 

 

 

 

★３－９ 

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＆チャチャチャ メドレー  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 

小山 茂樹 平岡 百合香 山口 美代治 大石 美代子 安田 武人 榊原 房子 

桜井 堅三 松本 則子 山岡 信行 池田 さかゑ 小山 皓江 鈴木 とよ 

 

 

 

 

 

★３－１０ 

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（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： 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 

漆畑 与四郎 滝川 幸子 山田 博厚 鈴木 美恵子 小川 照夫 長橋 里子 

小森 将博 田中 ひとみ 川口 信一 佐藤 法代 久保田 元治 高野 順子 

加藤 衛 大島 雅世 飯田 源一 飯田 洋子 塚原 信夫 芹沢 清美 

渡辺 英子 向坂 満智子 堤 清紘 渡辺 のり子 勝又 勇 村松 千鶴子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -19-



★３－１１ 

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 

演 技 種 目 ： チャチャチャ・ルンバ 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： ７年目を迎えたＤＣレザンです。初心者から競技選手まで幅広く集まって 

います。現在５支部が各地域で活動しておりますが、本日は集合しその成 

果を発表させていただきます。レベルもまちまちなのでチャレンジ精神を 

かっていただければうれしいです。 

 

 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 

高橋 雅子 内藤 升美 大町 豊 稲葉 久美子 池田 誠治 西ヶ谷 広美 

海野 和彦 大塚 廣子 安藤 国春 鈴木 ゆみか 中澤 勇 竹澤 久美子 

小野田 進 葉田 祐子 大塚 聡 北川 暢子 小長井 孝平 小長井 弥生 

橋本 宏 高埜 千穂 小長井 徹 馬飼野 富子 西村 進 山内 富代 

土居 浩 中村 美奈子 森川 久 高橋 洋子 佐野 晶親 川崎 幸代 

青島 靖男 栗田 直子 近藤 徹 大石 美代子 石上 正明 小長井 幸子 

 

 

★３－１２ 

サークル名 ： 双葉              所   属 ：中部支部 

代 表 者 ： 勝山 東海廣           指 導 者 ：大畑 めぐみ（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： ８人という小規模なサークルです。 

        若さと健康を持続できるように練習に励んでいます。 

        本日は、やっと完成した「ワルツ」を踊ってみます。 

 

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 

小嶋 登 橋村 令子 望月 潔 平谷 美香 杉本 照明 杉本 道子 

勝山 東海廣 杉本 智惠子     

 

 

★３－１３ 

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 ： 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： 今日の日のために私たち女性は念願の新調ドレスを揃えました。 

この武道館での初めてのお披露目をできたことを感謝し喜んでいます。 

ドレスに負けず全員一丸となってタンゴ発表し、思い出とし、心にも残し 

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 宮崎 淑子 矢本 五月 山崎 ミサ子 岩村 政栄 伊賀 みどり 

杉田 尚 福島 和代 細野 秀雄 加藤 逸子 大城 敏夫 中村 孝子 

河辺 哲彦 河辺 彩子     
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★３－１４ 

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                 演 技 形 式：フォーメーション 

入場行進曲 ： 不要               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 

牧野 正道 尾崎 よし江 勝亦 成光 鈴木 美代子 富田 憲二 石川 育子 

松永 幸男 山田 はる 川村 亘 伊藤 精子 尾崎 司郎 山口 みち代 

 

 

 

★３－１５ 

サークル名 ： ＤＣミカ（Ｓ・Ｅ）       所   属 ：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     
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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 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

金原 俊明 M･I･Ami 浜松DSCｴｶﾞｵ 牧野 正道 伊藤 精子 東益津DC

加藤 功 秋田 咲子 サークルヒーロ 滝 茂吉 岩崎 久子 ｶﾖｰﾊｰﾄ

鈴木 実 池谷 和子 DCﾐｶ 神谷 幸雄 大橋 節子 ｻｰｸﾙ木蓮

大村 清 伊藤 真理子 NSS 飯塚 為司 大森 久美子 DCｼﾞｮｲ

山口 美代治 井上 弘子 金曜会ﾀﾞﾝｽｸﾗﾌﾞ 日吉 照郎 岡 さとみ ﾕｰｽ

池田 誠治 大石 美代子 DCﾚｻﾞﾝ 亀山 正幸 角入 攝 NSS

高林 美穂 草ケ谷 弘美 DMC葵 大津 和夫 財津 菊枝 OS7

安田 武人 榊原 房子 DCﾋﾟｺ 三浦 千穂 宍倉 節子 月曜会

橋本 一三 島津 加津代 浜松F&B 八木 均 高橋 田鶴子 若葉会

杉本 照明 杉本 道子 双葉 岩瀬 信一郎 田代 せい子 ﾀﾞﾝｽﾒｲﾂ

塚本 滋 滝沢 ふさ江 島田ﾀﾞﾝｽ愛好会 大竹 洋一 館 弘子 ﾌﾚｯｼｭDC

黒柳 忠男 田中 幸子 ODC 小森 将博 土屋 美代子 ﾕｰｽ

高木 洋子 中村 絢子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 安藤 国春 葉田 祐子 DCﾚｻﾞﾝ

渡邉 敏明 一杉 正子 ﾕｰｽ 大林 唯夫 原田 千乃 浜松DSCﾓｱ

増田 保正 正田 由巳加 下田ﾓｱｰｽﾞ 能勢 謙次朗 平尾 栄子 浜松F&B

井上 まさ江 松本 節子 ｱﾙｼｵﾝ 矢本 五月 藤井 かほる OS7

川口 千恵子 宮岡 和子 ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞｸﾞﾚｰｽ 小長井 徹 馬飼野 富子 DCﾚｻﾞﾝ

細野 秀雄 宮崎 淑子 OS7 小泉 隆鋪 増田 盛子 ODC

高田 光康 村松 千鶴子 ﾕｰｽ 桜井 堅三 松本 則子 DCﾋﾟｺ

寺尾 勉 山村 裕子 D.C.ｸﾚｼｪﾝﾄﾞ 下島 光雄 三津原 美江子 金曜会ﾀﾞﾝｽｸﾗﾌﾞ

鳥澤 効生 渡辺 和子 OS7 杉田 尚 望月 睦子 OS7

山田 博厚 渡辺 のり子 ﾕｰｽ 高橋 良 滝本 民江 ｶﾖｰﾊｰﾄ

★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

谷口 成輝 井口 澄子 ｻｰｸﾙ木蓮 栗田 隆弘 飯田 麗子 ﾕｰｽ

神田 勝史 井柳 桐子 OS7 大村 清 井上 育子 NSS

近藤 統之 植田 加奈子 追手ｸﾗﾌﾞ 鈴木 保幸 榎田 暁海 ｻｰｸﾙ木蓮

江尻 進 江尻 由美 浜松DSC富塚 安田 武人 大石 美代子 DCﾋﾟｺ

橋本 照夫 大桑 律子 浜松DSCｴｶﾞｵ 山浦 国男 岡部 恵子 OS7

滝 茂吉 北川 暢子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 岡本 惇 岡本 佳子 ｱﾙｼｵﾝ

橋本 宏 栗田 直子 DCﾚｻﾞﾝ 岩瀬 信一郎 京 照子 ﾀﾞﾝｽﾒｲﾂ

永田 勝弘 黒柳 鉄子 ODC 細野 秀雄 近 千恵子 OS7

寺田 鉱一 杉山 鈴代 DCﾃｨﾝｶｰﾍﾞﾙ 佐野 澄朔 杉本 富江 月曜会

池ケ谷 博 大長 恒子 NSS 吉田 一夫 杉山 さち子 ODC

鈴木 賢治 田代 孝子 DC素晴らしき中間たち 橋本 宏 高埜 千穂 DCﾚｻﾞﾝ

小森 将博 田中 ひとみ ﾕｰｽ 望月 義弘 館 弘子 ﾌﾚｯｼｭDC

日吉 照郎 土屋 美代子 ﾕｰｽ 町井 喬 田中 初枝 浜松DSCｴｶﾞｵ

平野 瞬策 豊田 由美子 サークルヒーロ 増田 保正 土屋 由美子 下田ﾓｱｰｽﾞ

山浦 国男 長崎 美智子 OS7 水野 清平 豊島 淑子 ｶﾖｰﾊｰﾄ

河辺 哲彦 中村 孝子 OS7 天野 義明 長坂 千鶴 DCﾐｶ

増田 英雄 花井 福 DCマーガレット 牧野 繁 中村 恵子 D.C.ｸﾚｼｪﾝﾄﾞ

本澤 繁男 伏見 亜佐 ﾆｭｰﾌﾚﾝｽﾞ 岡 省三 野知 美恵子 ﾕｰｽ

熊谷 善夫 松永 直子 DCモーヴ 柴田 常久 橋本 みさ江 浜松F&B

下島 光雄 山本 照代 金曜会ﾀﾞﾝｽｸﾗﾌﾞ 三和 とみ子 藤井　久恵 ﾚﾃﾞｨｰｽﾌﾛｰﾗ

正田 茂彦 渡辺 尚子 下田ﾓｱｰｽﾞ 池ケ谷 鎌司 松平 妃佐子 ODC

大町 豊 北川 暢子 DCﾚｻﾞﾝ 柴田 佳明 山下 まゆみ 島田ﾀﾞﾝｽ愛好会
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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 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

寺田 豊司 荒井 道子 ﾕｰｽ 細見 賢二 稲本 あさ子 下田ﾓｱｰｽﾞ

岩村 政栄 伊賀 みどり OS7 三浦 賢吉 犬本 祐子 DCマーガレット

亀山 金平 池 ちづ子 NSS 諏訪部 光司 井上 まさ江 ｱﾙｼｵﾝ

粕谷 登 石塚 綾子 浜松DSC富塚 滝沢 知治 大石 きよ子 島田ﾀﾞﾝｽ愛好会

伊達 薫 稲葉 けい子 ｷｬｯﾂｱｲ 大澤 清 大澤 富江 DC浜松可美

下島 光雄 今村 秀子 金曜会ﾀﾞﾝｽｸﾗﾌﾞ 吉沢 英輔 小澤 眞佐江 DCﾃｨﾝｶｰﾍﾞﾙ

高林 寿一 大石 良子 ﾍﾞｰｼｯｸDSC 小池 やす子 加納 のり子 浜松F&B

加藤 衛 大島 雅世 ﾕｰｽ 原田 征巳 小林 美津子 サークルヒーロ

小野田 進 大塚 廣子 DCﾚｻﾞﾝ 丸尾 茂生 白井 恵 NSS

杉本 賢 神村 節子 ｻｰｸﾙ木蓮 熊谷 善夫 杉山 綾子 DCモーヴ

近藤 三雄 小出 あけみ 磐田ASD 熊谷 喜夫 鈴木 千秋 スマイル

小長井 孝平 小長井 弥生 DCﾚｻﾞﾝ 久保田 元治 滝川 幸子 ﾕｰｽ

島田 智嘉 鈴木 佳子 ﾆｭｰﾌﾚﾝｽﾞ 渡辺 和彦 特森 順子 ﾋﾞｴﾝﾅ

田辺 友信 滝浪 澄子 ODC 鳥澤 効生 中村 美智子 OS7

軒山 辰夫 軒山 久江 DCマーガレット 黒柳 忠男 萩原　吟子 ODC

大島 喜六 原 良江 OS7 住岡 定敬 橋本 久美子 浜松DSCｴｶﾞｵ

植田 英之 原木 豊子 追手ｸﾗﾌﾞ 日吉 照郎 長谷川 和子 ﾕｰｽ

北川 好美 深本 悦子 若葉会 平井 宏明 堀 扶起子 ｶﾖｰﾊｰﾄ

大城 敏夫 福島 和代 OS7 三津原 秀樹 森川 よし江 金曜会ﾀﾞﾝｽｸﾗﾌﾞ

柴田 修孝 谷沢 恵子 DCﾃｨﾝｶｰﾍﾞﾙ 池田 誠治 山内 富代 DCﾚｻﾞﾝ

佐藤 清蔵 滝本 民江 ｶﾖｰﾊｰﾄ 河辺 哲彦 山崎 ミサ子 OS7

★チャチャチャ ７組 ★チャチャチャ 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

三井 猛久 伊藤 弘子 浜松DSCﾓｱ 下島 光雄 相原 愛子 金曜会ﾀﾞﾝｽｸﾗﾌﾞ

滝 茂吉 大滝 好子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 大城 敏夫 石川 八重子 OS7

大津 和夫 大津 すみ江 OS7 植田 英之 上柳 文代 追手ｸﾗﾌﾞ

漆畑 与四郎 川口 芳子 ﾕｰｽ 中澤 勇 大塚 廣子 DCﾚｻﾞﾝ

矢本 五月 河辺 彩子 OS7 北川 好美 岡 さち子 若葉会

谷口 成輝 北見 伸子 ｻｰｸﾙ木蓮 岩村 政栄 加藤 逸子 OS7

高橋 光之介 榑林 道江 ﾀﾞﾝｽﾒｲﾂ 鈴木 勝行 兼子 直子 サークルヒーロ

天野 章 坂井 美智枝 NSS 古橋 康弘 神谷 静江 ｻｰｸﾙ木蓮

勝亦 成光 新村 洋子 東益津DC 先生 武司 佐藤 悦子 DCﾃｨﾝｶｰﾍﾞﾙ

佐野 澄朔 杉村 秀子 月曜会 山田 博厚 芹沢 清美 ﾕｰｽ

桜井 堅三 鈴木 とよ DCﾋﾟｺ 片瀬 隆広 竹市 洋子 ｶﾖｰﾊｰﾄ

山浦 国男 関 ゑみ子 OS7 飯塚 直和 戸塚 佐知子 NSS

高橋 雅子 竹澤 久美子 DCﾚｻﾞﾝ 小長井 孝平 内藤 升美 DCﾚｻﾞﾝ

松下 正男 長島 雪江 ODC 大津 和夫 長末 郁代 OS7

山本 清 中野 暁子 D.C.ｸﾚｼｪﾝﾄﾞ 田辺 友信 中野 広子 ODC

海野 和彦 西ヶ谷 広美 DCﾚｻﾞﾝ 寺田 豊司 藤井 明子 ﾕｰｽ

塚原 信夫 萩原 津由 ﾕｰｽ 望月 久史 藤山 久枝 ﾍﾞｰｼｯｸDSC

望月 義弘 深澤 静江 ﾌﾚｯｼｭDC 増田 英雄 増田 淑子 DCマーガレット

武田 光司 福田 登美子 浜松F&B 中野 喜植 松下 けい子 磐田ASD

土屋 勇 増田 かつ子 下田ﾓｱｰｽﾞ 松本 安弘 松本 和子 浜松DSC富塚

北川 好美 増田 由美子 若葉会 伏見 隆夫 若林 信子 ﾆｭｰﾌﾚﾝｽﾞ

狩野 敦 望月 祐子 ｶﾖｰﾊｰﾄ
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      　 　　      個人演技発表（平服）
★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

青木 丈 青木 正美 DCマーガレット 本庄 茂雄 井上 弘子 金曜会ﾀﾞﾝｽｸﾗﾌﾞ

杉山 和義 池田 洋子 ﾍﾞｰｼｯｸDSC 大澤 清 大澤 富江 DC浜松可美

粕谷 登 石塚 綾子 浜松DSC富塚 軒山 辰夫 小川 陽子 DCマーガレット

森田 肇司 糸賀 眞理子 下田ﾓｱｰｽﾞ 先生 武司 小澤 眞佐江 DCﾃｨﾝｶｰﾍﾞﾙ

武田 淳 犬本 祐子 DCマーガレット 平野 瞬策 兼子 直子 サークルヒーロ

植松 猛 小川 陽子 DCマーガレット 河辺 哲彦 河辺 彩子 OS7

細野 秀雄 加藤 逸子 OS7 榑林 五郎 京 照子 ﾀﾞﾝｽﾒｲﾂ

小川 汎丘 坂本 美代子 DCマーガレット 山口 美代治 杉本 基江 金曜会ﾀﾞﾝｽｸﾗﾌﾞ

寺田 鉱一 佐藤 悦子 DCﾃｨﾝｶｰﾍﾞﾙ 丸尾 茂生 大長 恒子 NSS

高橋 光之介 沢村 福子 ﾀﾞﾝｽﾒｲﾂ 近藤 三雄 寺田 たい子 磐田ASD

柴田 常久 島津 加津代 浜松F&B 鈴木 勝行 豊田 由美子 サークルヒーロ

勝山 東海廣 杉本 智惠子 双葉 杉田 尚 長崎 美智子 OS7

鈴木 博 鈴木 志津子 NSS 永田 勝弘 中野 広子 ODC

萩野 雪雄 苫米地 千世子 ﾕｰｽ 望月 久史 中山 薫 ﾍﾞｰｼｯｸDSC

水野 清平 豊島 淑子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 塚原 信夫 林 順子 ﾕｰｽ

大城 敏夫 長末 郁代 OS7 渡部 孝満 淵之上 満喜子 DMC葵

小嶋 登 橋村 令子 双葉 大村 清 松平 妃佐子 ODC

正田 茂彦 長谷川 副子 下田ﾓｱｰｽﾞ 岩村 政栄 宮崎 淑子 OS7

中西 章 平野 君代 ｺｽﾓｽ 鈴木 俊明 目黒 町子 ﾕｰｽ

菊岡 洋三 目黒 町子 ﾕｰｽ 池田 誠治 山内 富代 DCﾚｻﾞﾝ

吉沢 英輔 谷沢 恵子 DCﾃｨﾝｶｰﾍﾞﾙ 滝 茂吉 滝本 民江 ｶﾖｰﾊｰﾄ

石川 秀敏 吉村 茂子 DCモーヴ 小川 汎丘 植松 さよ子 DCマーガレット

★ルンバ ３組 ★ルンバ 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

河江 富男 秋山 恵子 スマイル 三井 猛久 伊藤 弘子 浜松DSCﾓｱ

町井 喬 大桑 律子 浜松DSCｴｶﾞｵ 斉藤 光雄 稲垣 貴子 NSS

大坪 義朗 大坪 悦子 DCﾐｶ 伊達 薫 稲葉 けい子 ｷｬｯﾂｱｲ

久保田 元治 小野寺 幸子 ﾕｰｽ 神谷 徹 大石 恵美子 DCﾐｶ

谷口 成輝 神村 節子 ｻｰｸﾙ木蓮 増田 勝志 草ケ谷 弘美 DMC葵

本澤 繁男 鈴木 佳子 ﾆｭｰﾌﾚﾝｽﾞ 中野 喜植 小出 あけみ 磐田ASD

小森 将博 高野 順子 ﾕｰｽ 後藤 徹 後藤 光子 追手ｸﾗﾌﾞ

橋本 宏 高埜 千穂 DCﾚｻﾞﾝ 鈴木 博 佐々木 よし子 NSS

海野 和彦 竹澤 久美子 DCﾚｻﾞﾝ 杉山 昌弘 塩沢 広子 DMC葵

鈴木 実 田中 幸子 ODC 吉田 一夫 杉山 さち子 ODC

稲垣 輝治 辻 文子 ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞｸﾞﾚｰｽ 柴田 修孝 杉山 鈴代 DCﾃｨﾝｶｰﾍﾞﾙ

飯田 源一 長橋 里子 ﾕｰｽ 細野 秀雄 関 ゑみ子 OS7

小川 汎丘 軒山 久江 DCマーガレット 鈴木 俊明 苫米地 千世子 ﾕｰｽ

山浦 国男 原 良江 OS7 青木 丈 軒山 久江 DCマーガレット

渡邉 敏明 一杉 正子 ﾕｰｽ 橋本 一三 橋本 みさ江 浜松F&B

高林 寿一 藤山 久枝 ﾍﾞｰｼｯｸDSC 寺田 豊司 長谷川 和子 ﾕｰｽ

杉山 昌弘 淵之上 満喜子 DMC葵 安田 二郎 藤井 久恵 浜松DSCｴｶﾞｵ

村松 健次郎 増田 由美子 若葉会 石塚 誠 牧田 たけ江 DCマーガレット

鳥澤 効生 望月 睦子 OS7 大竹 洋一 松岡 喜代子 ﾌﾚｯｼｭDC

下島 光雄 森川 よし江 金曜会ﾀﾞﾝｽｸﾗﾌﾞ 久保田 元治 村田 けい子 ﾕｰｽ

中山 好美 横田 八重子 ﾍﾞｰｼｯｸDSC 漆畑 与四郎 森川 美智子 ﾕｰｽ

高橋 雅子 山内 富代 DCﾚｻﾞﾝ
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      　 　　      個人演技発表（平服）
★ルンバ ５組 ★ルンバ 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

山口 美代治 今村 秀子 金曜会ﾀﾞﾝｽｸﾗﾌﾞ 海野 東一 青嶋 満代 ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞｸﾞﾚｰｽ

杉本 賢 榎田 暁海 ｻｰｸﾙ木蓮 西嶋 一人 秋山 雅子 ｷｬｯﾂｱｲ

渡部 孝満 遠藤 静子 DMC葵 鈴木 保幸 井口 澄子 ｻｰｸﾙ木蓮

片瀬 隆広 大滝 菊映 ｶﾖｰﾊｰﾄ 山口 美代治 池田 さかゑ DCﾋﾟｺ

岩村 政栄 岡部 恵子 OS7 鳥澤 効生 井柳 桐子 OS7

鈴木 勝行 梶田 末子 サークルヒーロ 尾崎 司郎 海野 文代 東益津DC

岡 省三 川口 芳子 ﾕｰｽ 杉山 昌弘 遠藤 静子 DMC葵

滝 茂吉 北川 暢子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 河江 富男 小澤 一子 DCモーヴ

榑林 五郎 榑林 道江 ﾀﾞﾝｽﾒｲﾂ 村松 義之 川崎 愛子 DCﾐｶ

福井 林次 小林 敏子 DCｼﾞｮｲ 渡部 孝満 塩沢 広子 DMC葵

三浦 賢吉 坂本 美代子 DCマーガレット 飯塚 為司 杉本 衿子 DCｼﾞｮｲ

望月 義弘 館 弘子 ﾌﾚｯｼｭDC 本庄 茂雄 鈴木 千秋 スマイル

大島 喜六 中村 美智子 OS7 谷口 成輝 鈴木 律子 ｻｰｸﾙ木蓮

牧野 繁 平井 由美子 D.C.ｸﾚｼｪﾝﾄﾞ 高林 美穂 高須 康子 DMC葵

永田 怜 深本 悦子 若葉会 井上 まさ江 成川 節子 ｱﾙｼｵﾝ

能勢 謙次朗 福田 登美子 浜松F&B 日吉 照郎 萩原 津由 ﾕｰｽ

河辺 哲彦 藤井 かほる OS7 大林 唯夫 原田 千乃 浜松DSCﾓｱ

小川 汎丘 牧田 たけ江 DCマーガレット 松岡 昌彦 松岡 喜代子 ﾌﾚｯｼｭDC

石川 昭夫 増田 淑子 DCマーガレット 熊谷 善夫 松永 直子 DCモーヴ

大長 実 山崎 啓子 NSS 小山 茂樹 森井 利江 DCﾋﾟｺ

塚本 滋 山下 まゆみ 島田ﾀﾞﾝｽ愛好会 白壁 稔 渡辺 英子 ﾕｰｽ

★ルンバ ７組 ★ルンバ 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

橋本 照夫 M･I･Ami 浜松DSCｴｶﾞｵ 森川 和明 荒井 道子 ﾕｰｽ

三津原 秀樹 相原 愛子 金曜会ﾀﾞﾝｽｸﾗﾌﾞ 神田 勝史 伊賀 みどり OS7

大津 和夫 石川 八重子 OS7 植田 英之 植田 すみ江 追手ｸﾗﾌﾞ

田辺 友信 伊藤 真理子 NSS 永田 怜 岡 さち子 若葉会

高橋 良 岩崎 久子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 小池 やす子 加納 のり子 浜松F&B

柴田 佳明 大石 きよ子 島田ﾀﾞﾝｽ愛好会 杉本 賢 神谷 静江 ｻｰｸﾙ木蓮

中山 好美 大石 良子 ﾍﾞｰｼｯｸDSC 鈴木 俊明 菊岡 由美子 ﾕｰｽ

神谷 幸雄 北見 伸子 ｻｰｸﾙ木蓮 大長 実 杉山 慶江 NSS

小長井 孝平 小長井 弥生 DCﾚｻﾞﾝ 鈴木 澄緒 鈴木 すみ子 DCﾐｶ

鷲巣 裕司 坂井 美智枝 NSS 三浦 千穂 鈴木 澄代 月曜会

安田 武人 鈴木 とよ DCﾋﾟｺ 山田 博厚 鈴木 美恵子 ﾕｰｽ

漆畑 与四郎 滝川 幸子 ﾕｰｽ 牧野 道雄 高橋 靖乃 DCｼﾞｮｲ

小川 汎丘 竹田 幸江 DCマーガレット 滝沢 知治 滝沢 ふさ江 島田ﾀﾞﾝｽ愛好会

寺田 豊司 田中 ひとみ ﾕｰｽ 石川 昭夫 竹田 幸江 DCマーガレット

石塚 誠 花井 福 DCマーガレット 大城 敏夫 中村 孝子 OS7

赤堀 豊 藤原 久枝 ｺｽﾓｽ 岡本 惇 成川 節子 ｱﾙｼｵﾝ

細見 賢二 正田 由巳加 下田ﾓｱｰｽﾞ 野原 登喜夫 仁藤 敦代 DCﾎﾟﾋﾟｰ

杉山 昌弘 増田 恵子 DMC葵 伏見 隆夫 本澤 弘子 ﾆｭｰﾌﾚﾝｽﾞ

増田 英雄 増田 淑子 DCマーガレット 土屋 勇 増田 かつ子 下田ﾓｱｰｽﾞ

鈴木 密生 樅山 優子 サークルヒーロ 佐藤 清蔵 水野 裕子 ｶﾖｰﾊｰﾄ

久保田 元治 森川 美智子 ﾕｰｽ 勝又 勇 村松 千鶴子 ﾕｰｽ

鈴木 俊明 渡辺 英子 ﾕｰｽ 黒柳 忠男 黒柳 鉄子 ODC
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      　 　　      個人演技発表（平服）
★ルンバ ９組 ★ルンバ １０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

中島 辰美 青木 正子 DCｼﾞｮｲ 小川 汎丘 青木 正美 DCマーガレット

塚原 信夫 飯田 麗子 ﾕｰｽ 鈴木 実 池谷 和子 DCﾐｶ

近藤 徹 大石 美代子 DCﾚｻﾞﾝ 杉山 昌弘 石神 もと子 DMC葵

江川 宗隆 岡本 佳子 ｱﾙｼｵﾝ 小林 重之 大野 珠美 DCﾐｶ

高柳 茂 奥村 千代子 ﾕｰｽ 石塚 誠 小川 陽子 DCマーガレット

室伏 良美 木内 陽子 ﾕｰｽ 下島 光雄 小沢 一子 金曜会ﾀﾞﾝｽｸﾗﾌﾞ

大町 豊 北川 暢子 DCﾚｻﾞﾝ 三和 とみ子 小野田 好代 ﾚﾃﾞｨｰｽﾌﾛｰﾗ

川口 信一 佐藤 法代 ﾕｰｽ 漆畑 与四郎 亀田 昭代 ﾕｰｽ

本庄 茂雄 杉本 基江 金曜会ﾀﾞﾝｽｸﾗﾌﾞ 亀山 正幸 北 雅子 NSS

杉山 喜伴 杉本 富江 月曜会 橋本 宏 栗田 直子 DCﾚｻﾞﾝ

熊谷 善夫 杉山 綾子 DCモーヴ 大津 和夫 近 千恵子 OS7

池ケ谷 鎌司 滝浪 澄子 ODC 久保田 元治 杉山 よし江 ﾕｰｽ

岩瀬 広子 田代 せい子 ﾀﾞﾝｽﾒｲﾂ 寺田 豊司 芹沢 清美 ﾕｰｽ

住岡 定敬 田中 初枝 浜松DSCｴｶﾞｵ 増田 英雄 竹田 幸江 DCマーガレット

松岡 昌彦 深澤 静江 ﾌﾚｯｼｭDC 細見 賢二 土屋 由美子 下田ﾓｱｰｽﾞ

杉田 尚 福島 和代 OS7 渡辺 和彦 特森 順子 ﾋﾞｴﾝﾅ

渡部 孝満 増田 恵子 DMC葵 天野 章 戸塚 佐知子 NSS

山口 美代治 松本 則子 DCﾋﾟｺ 中山 好美 中山 薫 ﾍﾞｰｼｯｸDSC

尾崎 司郎 山田 はる 東益津DC 高林 寿一 堀 夫紀子 DMC葵

平井 宏明 山村 裕子 D.C.ｸﾚｼｪﾝﾄﾞ 田辺 友信 増田 盛子 ODC

西村 進 吉田 節子 DCｼﾞｮｲ 山浦 国男 渡辺 和子 OS7

★ルンバ １１組 ★ルンバ １２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 道雄 青木 正子 DCｼﾞｮｲ 栗田 隆弘 荒井 道子 ﾕｰｽ

植松 猛 植松 さよ子 DCマーガレット 渡部 孝満 石神 もと子 DMC葵

杉山 和義 大石 良子 ﾍﾞｰｼｯｸDSC 大村 清 井上 育子 NSS

大城 敏夫 大津 すみ江 OS7 諏訪部 光司 井上 まさ江 ｱﾙｼｵﾝ

古橋 康弘 大橋 節子 ｻｰｸﾙ木蓮 江尻 進 江尻 由美 浜松DSC富塚

堤 清紘 亀田 昭代 ﾕｰｽ 滝 茂吉 大滝 好子 ｶﾖｰﾊｰﾄ

佐野 晶親 川崎 幸代 DCﾚｻﾞﾝ 小野田 進 大塚 廣子 DCﾚｻﾞﾝ

鈴木 博 川嶋 きみ江 NSS 塚原 信夫 岡 さとみ ﾕｰｽ

萩野 雪雄 木内 陽子 ﾕｰｽ 山口 美代治 小関 操 DCﾋﾟｺ

神田 勝史 財津 菊枝 OS7 室伏 良美 高柳 ふじ江 ﾕｰｽ

永田 怜 高橋 田鶴子 若葉会 鈴木 英一 竹市 洋子 ｶﾖｰﾊｰﾄ

鈴木 俊明 高柳 ふじ江 ﾕｰｽ 平井 宏明 中野 暁子 D.C.ｸﾚｼｪﾝﾄﾞ

勝亦 成光 外村 きぬ江 東益津DC 軒山 辰夫 軒山 久江 DCマーガレット

小泉 隆鋪 長島 雪江 ODC 永田 勝弘 萩原　吟子 ODC

高田 光康 野知 美恵子 ﾕｰｽ 岩瀬 広子 畑中 和子 ﾀﾞﾝｽﾒｲﾂ

石川 昭夫 花井 福 DCマーガレット 杉田 尚 藤井 かほる OS7

武田 光司 平尾 栄子 浜松F&B 池ケ谷 鎌司 堀川 敏江 ODC

水野 清平 望月 祐子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 近藤 三雄 松下 けい子 磐田ASD

森川 和明 森川 美智子 ﾕｰｽ 松本 安弘 松本 和子 浜松DSC富塚

矢本 五月 山崎 ミサ子 OS7 川口 千恵子 宮岡 和子 ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞｸﾞﾚｰｽ

小川 新 渡辺 のり子 ﾕｰｽ 本庄 茂雄 山本 照代 金曜会ﾀﾞﾝｽｸﾗﾌﾞ
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      　 　　      個人演技発表（平服）
★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

青木 丈 青木 正美 DCマーガレット 滝 茂吉 青地 智子 ｶﾖｰﾊｰﾄ

栗田 隆弘 飯田 麗子 ﾕｰｽ 飯尾 幸雄 磯部 妙子 ゴールド

小山 茂樹 池田 さかゑ DCﾋﾟｺ 近藤 徹 大石 美代子 DCﾚｻﾞﾝ

鈴木 俊明 石倉 由美子 ﾕｰｽ 神田 勝史 大津 すみ江 OS7

池田 誠治 稲葉 久美子 DCﾚｻﾞﾝ 鈴木 保幸 大橋 節子 ｻｰｸﾙ木蓮

海野 松次郎 岩瀬 広子 ﾀﾞﾝｽﾒｲﾂ 岡 省三 岡 さとみ ﾕｰｽ

片瀬 隆広 大滝 菊映 ｶﾖｰﾊｰﾄ 山口 美代治 小関 操 DCﾋﾟｺ

矢本 五月 加藤 逸子 OS7 小磯　光正 木内 陽子 ﾕｰｽ

村松 義之 小林 之江 DCﾐｶ 本庄 茂雄 小菅　睦 DCアリス

杉山 昌弘 塩沢 広子 DMC葵 大石 須美雄 小山 皓江 DCﾋﾟｺ

佐野 澄朔 杉本 富江 月曜会 渡辺 信子 宍倉 節子 月曜会

寺田 豊司 杉山 よし江 ﾕｰｽ 西嶋 一人 篠原 三七子 ｷｬｯﾂｱｲ

松永 幸男 鈴木 美代子 東益津DC 杉山 喜伴 杉村 秀子 月曜会

鈴木 賢治 田代 孝子 DC素晴らしき中間たち 下島 光雄 杉本 基江 金曜会ﾀﾞﾝｽｸﾗﾌﾞ

大津 和夫 長崎 美智子 OS7 水野 清平 高木 洋子 ｶﾖｰﾊｰﾄ

永田 勝弘 長島 雪江 ODC 八木 均 高橋 田鶴子 若葉会

橋本 一三 橋本 みさ江 浜松F&B 岩瀬 信一郎 田代 せい子 ﾀﾞﾝｽﾒｲﾂ

高橋 光之介 畑中 和子 ﾀﾞﾝｽﾒｲﾂ 鈴木 俊明 苫米地 千世子 ﾕｰｽ

田辺 友信 松平 妃佐子 ODC 富田 憲二 外村 きぬ江 東益津DC

河辺 哲彦 宮崎 淑子 OS7 平井 宏明 堀 扶起子 ｶﾖｰﾊｰﾄ

星谷 清重 目黒 町子 ﾕｰｽ 加藤 功 樅山 優子 サークルヒーロ

山岡 信行 森井 利江 DCﾋﾟｺ 土屋 勇 渡辺 尚子 下田ﾓｱｰｽﾞ

★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

高田 光康 青野 吉子 ﾕｰｽ 鈴木 博 池 ちづ子 NSS

古橋 康弘 井口 澄子 ｻｰｸﾙ木蓮 重冨 守男 榎田 暁海 ｻｰｸﾙ木蓮

渡部 孝満 石神 もと子 DMC葵 小山 茂樹 大石 美代子 DCﾋﾟｺ

三津原 秀樹 今村 秀子 金曜会ﾀﾞﾝｽｸﾗﾌﾞ 大坪 義朗 大坪 悦子 DCﾐｶ

寺尾 勉 岩崎 博子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 鈴木 俊明 大南 よし江 ﾕｰｽ

近藤 統之 植田 加奈子 追手ｸﾗﾌﾞ 栗田 隆弘 小野寺 幸子 ﾕｰｽ

長崎 信行 岡 さち子 若葉会 橋本 一三 加納 のり子 浜松F&B

太田 由美子 加藤 文子 DC浜松可美 谷口 成輝 神村 節子 ｻｰｸﾙ木蓮

伊達 薫 近藤 笑佐枝 ｷｬｯﾂｱｲ 山岡 信行 小山 皓江 DCﾋﾟｺ

飯塚 直和 佐々木 よし子 NSS 細野 秀雄 近 千恵子 OS7

神谷 幸雄 鈴木 孝枝 ｻｰｸﾙ木蓮 吉沢 英輔 杉山 鈴代 DCﾃｨﾝｶｰﾍﾞﾙ

小田 功一郎 鈴木 千秋 スマイル 川村 亘 鈴木 裕子 DCﾐｶ

小長井 孝平 高橋 雅子 DCﾚｻﾞﾝ 勝又 勇 高野 順子 ﾕｰｽ

金原 俊明 田中 初枝 浜松DSCｴｶﾞｵ 寺田 豊司 滝川 幸子 ﾕｰｽ

杉田 尚 中村 美智子 OS7 永田 勝弘 滝浪 澄子 ODC

岩村 政栄 福島 和代 OS7 石川 昭夫 竹田 幸江 DCマーガレット

能勢 謙次朗 福田 登美子 浜松F&B 高橋 良 中村 絢子 ｶﾖｰﾊｰﾄ

松岡 昌彦 松岡 喜代子 ﾌﾚｯｼｭDC 青島 靖男 西ヶ谷 広美 DCﾚｻﾞﾝ

鈴木 勝行 松田 厚子 サークルヒーロ 望月 潔 平谷 美香 双葉

山浦 国男 望月 睦子 OS7 杉山 昌弘 増田 恵子 DMC葵

山本 清 吉田 節子 DCｼﾞｮｲ 江川 宗隆 松本 節子 ｱﾙｼｵﾝ

松永 幸男 山口 みち代 東益津DC
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      　 　　      個人演技発表（平服）
★ワルツ ５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

山口 美代治 相原 愛子 金曜会ﾀﾞﾝｽｸﾗﾌﾞ 野原 登喜夫 秋次 美津江 DCﾎﾟﾋﾟｰ

飯田 源一 飯田 洋子 ﾕｰｽ 星谷 清重 石倉 由美子 ﾕｰｽ

菊岡 洋三 石倉 由美子 ﾕｰｽ 植田 英之 上柳 文代 追手ｸﾗﾌﾞ

西嶋 一人 稲葉 けい子 ｷｬｯﾂｱｲ 中澤 勇 大石 美代子 DCﾚｻﾞﾝ

住岡 定敬 大桑 律子 浜松DSCｴｶﾞｵ 山浦 国男 岡部 恵子 OS7

堤 清紘 大南 よし江 ﾕｰｽ 寺田 鉱一 小澤 眞佐江 DCﾃｨﾝｶｰﾍﾞﾙ

岩田 雅義 小永井 裕子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 神谷 幸雄 神谷 静江 ｻｰｸﾙ木蓮

加藤 功 小林 美津子 サークルヒーロ 久保田 元治 川口 芳子 ﾕｰｽ

富田 憲二 鈴木 敏子 東益津DC 小林 重之 川崎 愛子 DCﾐｶ

水野 清平 高木 洋子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 山本 清 小林 敏子 DCｼﾞｮｲ

滝沢 知治 滝沢 ふさ江 島田ﾀﾞﾝｽ愛好会 伊達 薫 篠原 三七子 ｷｬｯﾂｱｲ

近藤 徹 竹澤 久美子 DCﾚｻﾞﾝ 高田 光康 杉山 よし江 ﾕｰｽ

岡本 惇 田中 千子 ｱﾙｼｵﾝ 鈴木 邦夫 鈴木 智恵子 ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞｸﾞﾚｰｽ

平野 瞬策 田中 照代 サークルヒーロ 小野田 進 高橋 雅子 DCﾚｻﾞﾝ

鈴木 彰博 外山 真理 浜松DSCﾓｱ 杉原 唯夫 高橋 靖乃 DCｼﾞｮｲ

小嶋 登 橋村 令子 双葉 松岡 昌彦 館 弘子 ﾌﾚｯｼｭDC

八木 均 深本 悦子 若葉会 池ケ谷 鎌司 長島 雪江 ODC

大島 喜六 藤井 かほる OS7 佐藤 清蔵 中村 絢子 ｶﾖｰﾊｰﾄ

正田 茂彦 細見 暁子 下田ﾓｱｰｽﾞ 大竹 洋一 深澤 静江 ﾌﾚｯｼｭDC

渡辺 弘 三浦 千穂 月曜会 渡部 孝満 淵之上 満喜子 DMC葵

下島 光雄 森川 よし江 金曜会ﾀﾞﾝｽｸﾗﾌﾞ 三津原 秀樹 山本 照代 金曜会ﾀﾞﾝｽｸﾗﾌﾞ

鈴木 俊明 渡辺 英子 ﾕｰｽ

★ワルツ ７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

杉山 昌弘 石神 もと子 DMC葵 安田 二郎 M･I･Ami 浜松DSCｴｶﾞｵ

松永 幸男 伊藤 精子 東益津DC 岩田 雅義 岩崎 久子 ｶﾖｰﾊｰﾄ

江川 宗隆 井上 まさ江 ｱﾙｼｵﾝ 神谷 徹 大野 珠美 DCﾐｶ

望月 久史 大石 良子 ﾍﾞｰｼｯｸDSC 福井 林次 大森 久美子 DCｼﾞｮｲ

川村 亘 尾崎 よし江 東益津DC 水野 研二 梶田 末子 サークルヒーロ

鈴木 俊明 菊岡 由美子 ﾕｰｽ 菊岡 洋三 菊岡 由美子 ﾕｰｽ

高部 公乃 久保 ひろ子 DC浜松可美 近藤 三雄 小出 あけみ 磐田ASD

大町 豊 小長井弥生 DCﾚｻﾞﾝ 飯田 源一 向坂 満智子 ﾕｰｽ

山口 美代治 榊原 房子 DCﾋﾟｺ 大城 敏夫 財津 菊枝 OS7

榑林 五郎 沢村 福子 ﾀﾞﾝｽﾒｲﾂ 渡部 孝満 塩沢 広子 DMC葵

柴田 常久 島津 加津代 浜松F&B 小島 嘉郎 鈴木 敦子 ｱﾙｼｵﾝ

寺田 豊司 高野 順子 ﾕｰｽ 山添 節子 竹内 文江 ﾚﾃﾞｨｰｽﾌﾛｰﾗ

吉田 一夫 中野 広子 ODC 正田 茂彦 土屋 由美子 下田ﾓｱｰｽﾞ

橋本 照夫 橋本 久美子 浜松DSCｴｶﾞｵ 堤 清紘 堤 京子 ﾕｰｽ

小山 茂樹 平岡 百合香 DCﾋﾟｺ 小川 新 長橋 里子 ﾕｰｽ

中西 章 平野 君代 ｺｽﾓｽ 鳥澤 効生 中村 孝子 OS7

塚原 信夫 藤井 明子 ﾕｰｽ 武田 光司 平尾 栄子 浜松F&B

鈴木 文子 藤井 久恵 浜松DSCｴｶﾞｵ 西嶋 一人 堀尾 公代 ｷｬｯﾂｱｲ

赤堀 豊 藤原 久枝 ｺｽﾓｽ 先生 武司 谷沢 恵子 DCﾃｨﾝｶｰﾍﾞﾙ

石塚 誠 牧田 たけ江 DCマーガレット 鈴木 彰博 山本 美佐子 浜松DSCﾓｱ

勝又 勇 村松 千鶴子 ﾕｰｽ 白壁 稔 渡辺 英子 ﾕｰｽ

細野 秀雄 山崎 ミサ子 OS7
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      　 　　      個人演技発表（平服）
★ワルツ ９組 ★ワルツ １０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

山本 清 青木 正子 DCｼﾞｮｲ 原田 征巳 秋田 咲子 サークルヒーロ

久保田 元治 荒井 道子 ﾕｰｽ 福島 鎮夫 秋山 恵子 スマイル

高橋 寿一 池田 洋子 ﾍﾞｰｼｯｸDSC 寺田 豊司 飯田 洋子 ﾕｰｽ

大津 和夫 石川 八重子 OS7 丸尾 茂生 井上 育子 NSS

田辺 友信 伊藤 真理子 NSS 川村 亘 小野田 桂子 東益津DC

三津原 秀樹 井上 弘子 金曜会ﾀﾞﾝｽｸﾗﾌﾞ 森川 和明 小野寺 幸子 ﾕｰｽ

植田 英之 植田 すみ江 追手ｸﾗﾌﾞ 高柳 茂 木内 陽子 ﾕｰｽ

渡部 孝満 遠藤 静子 DMC葵 伊藤 好徳 栗田 節子 サークルヒーロ

星谷 清重 大南 よし江 ﾕｰｽ 鈴木 実 坂井 美智枝 NSS

亀山 正幸 角入 攝 NSS 柴田 修孝 佐藤 悦子 DCﾃｨﾝｶｰﾍﾞﾙ

杉本 賢 北見 伸子 ｻｰｸﾙ木蓮 塚原 信夫 芹沢 清美 ﾕｰｽ

松下 正男 黒柳 鉄子 ODC 鈴木 俊明 堤 京子 ﾕｰｽ

中澤 勇 小長井 幸子 DCﾚｻﾞﾝ 鷲巣 裕司 戸塚 佐知子 NSS

鈴木 啓一郎 榊原 房子 DCﾋﾟｺ 小山 茂樹 百々 光代 DCﾋﾟｺ

小森 将博 田中 ひとみ ﾕｰｽ 江川 宗隆 成川 節子 ｱﾙｼｵﾝ

山浦 国男 長末 郁代 OS7 細見 賢二 長谷川 副子 下田ﾓｱｰｽﾞ

野原 登喜夫 仁藤 敦代 DCﾎﾟﾋﾟｰ 山口 美代治 平岡 百合香 DCﾋﾟｺ

寺田 豊司 野知 美恵子 ﾕｰｽ 杉山 昌弘 淵之上 満喜子 DMC葵

池ケ谷 鎌司 萩原　吟子 ODC 黒柳 忠男 堀川 敏江 ODC

甲斐 廣 伏見 亜佐 ﾆｭｰﾌﾚﾝｽﾞ 中野 喜植 松下 けい子 磐田ASD

佐野 晶親 宮岡 和子 ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞｸﾞﾚｰｽ 岡 省三 村田 けい子 ﾕｰｽ

勝亦 成光 山田 はる 東益津DC

★ワルツ １１組 ★ワルツ １２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

増田 保正 稲本 あさ子 下田ﾓｱｰｽﾞ 矢本 五月 伊賀 みどり OS7

西嶋 一人 岩代 幸枝 ｷｬｯﾂｱｲ 池ケ谷 博 池ケ谷 米子 NSS

菊岡 洋三 奥村 千代子 ﾕｰｽ 植松 猛 植松 さよ子 DCマーガレット

後藤 徹 後藤 光子 追手ｸﾗﾌﾞ 村松 義之 大石 恵美子 DCﾐｶ

神谷 徹 小林 之江 DCﾐｶ 星谷 清重 奥村 千代子 ﾕｰｽ

武田 淳 坂本 美代子 DCマーガレット 松永 幸男 小野田 桂子 東益津DC

尾崎 司郎 新村 洋子 東益津DC 影山 佐和子 小野田 好代 ﾚﾃﾞｨｰｽﾌﾛｰﾗ

飯塚 為司 杉本 衿子 DCｼﾞｮｲ 中澤 勇 川崎 幸代 DCﾚｻﾞﾝ

手嶋 通雄 鈴木 悦子 浜松DSCﾓｱ 河辺 哲彦 河辺 彩子 OS7

山田 博厚 鈴木 美恵子 ﾕｰｽ 服部 道夫 河野 晴江 ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞｸﾞﾚｰｽ

大城 敏夫 関 ゑみ子 OS7 高橋 光之介 京 照子 ﾀﾞﾝｽﾒｲﾂ

大長 実 大長 恒子 NSS 鈴木 啓一郎 小山 皓江 DCﾋﾟｺ

近藤 三雄 寺田 たい子 磐田ASD 杉本 照明 杉本 道子 双葉

杉田 尚 原 良江 OS7 佐野 澄朔 鈴木 澄代 月曜会

岩田 雅義 藤山 久枝 ﾍﾞｰｼｯｸDSC 山岡 信行 竹田 さち DCﾋﾟｺ

天野 章 堀川 敏江 NSS 萩野 雪雄 苫米地 千世子 ﾕｰｽ

渡部 孝満 増田 恵子 DMC葵 小森 将博 林 順子 ﾕｰｽ

長崎 信行 増田 由美子 若葉会 寺田 豊司 藤井 明子 ﾕｰｽ

鈴木 勝行 松本 すゑの サークルヒーロ 田辺 友信 増田 盛子 ODC

安田 武人 松本 則子 DCﾋﾟｺ 大津 和夫 渡辺 和子 OS7

三津原 秀樹 三津原 美江子 金曜会ﾀﾞﾝｽｸﾗﾌﾞ 久保田 元治 渡辺 のり子 ﾕｰｽ
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      　 　　      個人演技発表（平服）
★ワルツ １３組

リーダ名 パートナー名 所属サークル

大石 須美雄 池田 さかゑ DCﾋﾟｺ

神田 勝史 井柳 桐子 OS7

杉山 昌弘 遠藤 静子 DMC葵

柴田 佳明 大石 きよ子 島田ﾀﾞﾝｽ愛好会

本庄 茂雄 小沢 一子 金曜会ﾀﾞﾝｽｸﾗﾌﾞ

鷲巣 裕司 川嶋 きみ江 NSS

岩瀬 信一郎 榑林 道江 ﾀﾞﾝｽﾒｲﾂ

西嶋 一人 近藤 笑佐枝 ｷｬｯﾂｱｲ

勝山 東海廣 杉本 智惠子 双葉

高柳 茂 高柳 ふじ江 ﾕｰｽ

小山 茂樹 竹田 さち DCﾋﾟｺ

黒柳 忠男 田中 幸子 ODC

鈴木 保幸 豊田 由美子 ｻｰｸﾙ木蓮

天野 義明 長坂 千鶴 DCﾐｶ

日吉 照郎 萩原 津由 ﾕｰｽ

岡 省三 長谷川 和子 ﾕｰｽ

森田 肇司 藤井 幸恵 下田ﾓｱｰｽﾞ

三浦 賢吉 増田 淑子 DCマーガレット

鈴木 俊明 目黒 町子 ﾕｰｽ

山口 美代治 森井 利江 DCﾋﾟｺ

土居 浩 山内 富代 DCﾚｻﾞﾝ

塚本 滋 山下 まゆみ 島田ﾀﾞﾝｽ愛好会

★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

正田 茂彦 稲本 あさ子 下田ﾓｱｰｽﾞ 西嶋 一人 秋山 雅子 ｷｬｯﾂｱｲ

塚本 滋 大石 きよ子 島田ﾀﾞﾝｽ愛好会 江川 宗隆 井上 まさ江 ｱﾙｼｵﾝ

水野 清平 大澤 清美 ｶﾖｰﾊｰﾄ 寺尾 勉 大滝 菊映 ｶﾖｰﾊｰﾄ

高柳 茂 大南 よし江 ﾕｰｽ 三津原 秀樹 小沢 一子 金曜会ﾀﾞﾝｽｸﾗﾌﾞ

古橋 康弘 神村 節子 ｻｰｸﾙ木蓮 神谷 幸雄 北見 伸子 ｻｰｸﾙ木蓮

青島 靖男 川崎 幸代 DCﾚｻﾞﾝ 大町 豊 小長井弥生 DCﾚｻﾞﾝ

中野 喜植 小出 あけみ 磐田ASD 伊達 薫 近藤 笑佐枝 ｷｬｯﾂｱｲ

久保田 元治 向坂 満智子 ﾕｰｽ 山浦 国男 関 ゑみ子 OS7

小田 功一郎 鈴木 千秋 スマイル 佐野 晶親 高橋 雅子 DCﾚｻﾞﾝ

鈴木 邦夫 鈴木 智恵子 ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞｸﾞﾚｰｽ 菊岡 洋三 高柳 ふじ江 ﾕｰｽ

川村 亘 鈴木 裕子 DCﾐｶ 鈴木 実 田中 幸子 ODC

稲垣 輝治 辻 文子 ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞｸﾞﾚｰｽ 杉田 尚 長末 郁代 OS7

鈴木 俊明 堤 京子 ﾕｰｽ 吉田 一夫 中野 広子 ODC

海野 和彦 内藤 升美 DCﾚｻﾞﾝ 岩田 雅義 中村 絢子 ｶﾖｰﾊｰﾄ

寺田 豊司 萩原 津由 ﾕｰｽ 鳥澤 効生 中村 美智子 OS7

森川 和明 長谷川 和子 ﾕｰｽ 日吉 照郎 藤井 明子 ﾕｰｽ

能勢 謙次朗 平尾 栄子 浜松F&B 松下 正男 堀川 敏江 ODC

大竹 洋一 深澤 静江 ﾌﾚｯｼｭDC 小泉 隆鋪 増田 盛子 ODC

島田 智嘉 本澤 弘子 ﾆｭｰﾌﾚﾝｽﾞ 本澤 繁男 若林 信子 ﾆｭｰﾌﾚﾝｽﾞ

近藤 三雄 松下 けい子 磐田ASD 飯田 源一 渡辺 のり子 ﾕｰｽ

矢本 五月 宮崎 淑子 OS7
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      　 　　      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

本庄 茂雄 相原 愛子 金曜会ﾀﾞﾝｽｸﾗﾌﾞ 海野 東一 青嶋 満代 ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞｸﾞﾚｰｽ

福島 鎮夫 秋山 恵子 スマイル 野原 登喜夫 秋次 美津江 DCﾎﾟﾋﾟｰ

谷口 成輝 井口 澄子 ｻｰｸﾙ木蓮 神田 勝史 石川 八重子 OS7

杉山 和義 池田 洋子 ﾍﾞｰｼｯｸDSC 星谷 清重 石倉 由美子 ﾕｰｽ

池田 誠治 稲葉 久美子 DCﾚｻﾞﾝ 下島 光雄 井上 弘子 金曜会ﾀﾞﾝｽｸﾗﾌﾞ

大島 喜六 河辺 彩子 OS7 大竹 洋一 植松 さよ子 ﾌﾚｯｼｭDC

小林 重之 小林 之江 DCﾐｶ 鈴木 俊明 奥村 千代子 ﾕｰｽ

三浦 賢吉 坂本 美代子 DCマーガレット 水野 研二 兼子 直子 サークルヒーロ

川口 信一 佐藤 法代 ﾕｰｽ 森川 和明 川口 芳子 ﾕｰｽ

渡辺 信子 宍倉 節子 月曜会 天野 義明 川崎 愛子 DCﾐｶ

先生 武司 杉山 鈴代 DCﾃｨﾝｶｰﾍﾞﾙ 岩瀬 信一郎 京 照子 ﾀﾞﾝｽﾒｲﾂ

久保田 元治 芹沢 清美 ﾕｰｽ 榑林 五郎 榑林 道江 ﾀﾞﾝｽﾒｲﾂ

中澤 勇 高橋 雅子 DCﾚｻﾞﾝ 寺田 豊司 向坂 満智子 ﾕｰｽ

山口 美代治 百々 光代 DCﾋﾟｺ 近藤 統之 後藤 光子 追手ｸﾗﾌﾞ

寺田 豊司 野知 美恵子 ﾕｰｽ 西嶋 一人 近藤 笑佐枝 ｷｬｯﾂｱｲ

柴田 常久 橋本 みさ江 浜松F&B 鈴木 博 白井 恵 NSS

望月 潔 平谷 美香 双葉 景山 佐知子 藤井 久恵 浜松DSCｴｶﾞｵ

大村 清 松平 妃佐子 ODC 土屋 勇 細見 暁子 下田ﾓｱｰｽﾞ

岩村 政栄 山崎 ミサ子 OS7 矢本 五月 望月 睦子 OS7

西村 進 吉田 節子 DCｼﾞｮｲ 滝沢 知治 山下 まゆみ 島田ﾀﾞﾝｽ愛好会

増田 保正 渡辺 尚子 下田ﾓｱｰｽﾞ

★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

鷲巣 裕司 池 ちづ子 NSS 西村 進 青木 正子 DCｼﾞｮｲ

大村 清 伊藤 真理子 NSS 三浦 賢吉 犬本 祐子 DCマーガレット

寺尾 勉 岩崎 博子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 小林 重之 大石 恵美子 DCﾐｶ

鈴木 保幸 大橋 節子 ｻｰｸﾙ木蓮 岡本 惇 岡本 佳子 ｱﾙｼｵﾝ

岩田 雅義 小永井 裕子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 柴田 修孝 小澤 眞佐江 DCﾃｨﾝｶｰﾍﾞﾙ

飯塚 為司 小林 敏子 DCｼﾞｮｲ 寺田 豊司 小野寺 幸子 ﾕｰｽ

亀山 金平 坂井 美智枝 NSS 大城 敏夫 財津 菊枝 OS7

山岡 信行 榊原 房子 DCﾋﾟｺ 杉山 喜伴 杉村 秀子 月曜会

伊達 薫 篠原 三七子 ｷｬｯﾂｱｲ 牧野 正道 鈴木 敏子 東益津DC

小島 嘉郎 鈴木 敦子 ｱﾙｼｵﾝ 中澤 勇 竹澤 久美子 DCﾚｻﾞﾝ

佐野 澄朔 鈴木 澄代 月曜会 大長 実 戸塚 佐知子 NSS

杉本 賢 鈴木 孝枝 ｻｰｸﾙ木蓮 谷口 成輝 豊田 由美子 ｻｰｸﾙ木蓮

松下 隆次 高柳 光子 NSS 久保田 元治 長橋 里子 ﾕｰｽ

江川 宗隆 成川 節子 ｱﾙｼｵﾝ 河辺 哲彦 中村 孝子 OS7

金原 俊明 橋本 久美子 浜松DSCｴｶﾞｵ 望月 久史 中山 薫 ﾍﾞｰｼｯｸDSC

長崎 信行 深本 悦子 若葉会 植田 英之 原木 豊子 追手ｸﾗﾌﾞ

西嶋 一人 堀尾 公代 ｷｬｯﾂｱｲ 伏見 隆夫 伏見 亜佐 ﾆｭｰﾌﾚﾝｽﾞ

本庄 茂雄 三津原 美江子 金曜会ﾀﾞﾝｽｸﾗﾌﾞ 伊藤 好徳 松田 厚子 サークルヒーロ

三津原 秀樹 森川 よし江 金曜会ﾀﾞﾝｽｸﾗﾌﾞ 渡辺 弘 三浦 千穂 月曜会

福井 林次 吉田 節子 DCｼﾞｮｲ 山口 美代治 山本 照代 金曜会ﾀﾞﾝｽｸﾗﾌﾞ
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      　 　　      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

桜井 堅三 池田 さかゑ DCﾋﾟｺ 久保田 元治 青野 吉子 ﾕｰｽ

飯尾 幸雄 磯部 妙子 ゴールド 岩村 政栄 伊賀 みどり OS7

神田 勝史 井柳 桐子 OS7 本庄 茂雄 今村 秀子 金曜会ﾀﾞﾝｽｸﾗﾌﾞ

海野 松次郎 岩瀬 広子 ﾀﾞﾝｽﾒｲﾂ 西嶋 一人 岩代 幸枝 ｷｬｯﾂｱｲ

加藤 衛 大島 雅世 ﾕｰｽ 重冨 守男 榎田 暁海 ｻｰｸﾙ木蓮

大津 和夫 大津 すみ江 OS7 住岡 定敬 大桑 律子 浜松DSCｴｶﾞｵ

杉田 尚 岡部 恵子 OS7 村松 義之 大野 珠美 DCﾐｶ

森川 久 小長井 幸子 DCﾚｻﾞﾝ 小島 嘉郎 岡本 佳子 ｱﾙｼｵﾝ

吉沢 英輔 佐藤 悦子 DCﾃｨﾝｶｰﾍﾞﾙ 丸尾 茂生 角入 攝 NSS

西嶋 一人 篠原 三七子 ｷｬｯﾂｱｲ 杉本 賢 神谷 静江 ｻｰｸﾙ木蓮

橋本 一三 島津 加津代 浜松F&B 飯塚 直和 木村 薫 NSS

鈴木 文子 田中 初枝 浜松DSCｴｶﾞｵ 大村 清 黒柳 鉄子 ODC

鈴木 俊明 田中 ひとみ ﾕｰｽ 大島 喜六 近 千恵子 OS7

堤 清紘 堤 京子 ﾕｰｽ 福井 林次 杉本 衿子 DCｼﾞｮｲ

増田 保正 長谷川 副子 下田ﾓｱｰｽﾞ 鷲巣 裕司 鈴木 志津子 NSS

岩瀬 信一郎 畑中 和子 ﾀﾞﾝｽﾒｲﾂ 亀山 正幸 大長 恒子 NSS

武田 光司 福田 登美子 浜松F&B 長崎 信行 高橋 田鶴子 若葉会

三津原 秀樹 三津原 美江子 金曜会ﾀﾞﾝｽｸﾗﾌﾞ 田辺 友信 萩原 吟子 ODC

寺田 豊司 村松 千鶴子 ﾕｰｽ 山岡 信行 松本 則子 DCﾋﾟｺ

細野 秀雄 渡辺 和子 OS7 寺田 鉱一 谷沢 恵子 DCﾃｨﾝｶｰﾍﾞﾙ

★タンゴ  ９組 ★タンゴ  １０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

漆畑 与四郎 飯田 洋子 ﾕｰｽ 町井 喬 M･I･Ami 浜松DSCｴｶﾞｵ

寺田 豊司 岡 さとみ ﾕｰｽ 武田 淳 青地 智子 ｶﾖｰﾊｰﾄ

山添 節子 小野田 好代 ﾚﾃﾞｨｰｽﾌﾛｰﾗ 飯田 源一 飯田 洋子 ﾕｰｽ

伊藤 好徳 梶田 末子 サークルヒーロ 西嶋 一人 稲葉 けい子 ｷｬｯﾂｱｲ

服部 道夫 河野 晴江 ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞｸﾞﾚｰｽ 桜井 堅三 大石 美代子 DCﾋﾟｺ

牧野 道雄 小林 敏子 DCｼﾞｮｲ 岩田 雅義 大滝 菊映 ｶﾖｰﾊｰﾄ

西村 進 杉本 衿子 DCｼﾞｮｲ 八木 均 岡 さち子 若葉会

杉山 喜伴 杉本 富江 月曜会 細野 秀雄 加藤 逸子 OS7

古橋 康弘 鈴木 律子 ｻｰｸﾙ木蓮 菊岡 洋三 菊岡 由美子 ﾕｰｽ

久保田 元治 高野 順子 ﾕｰｽ 大塚 聡 北川 暢子 DCﾚｻﾞﾝ

小森 将博 滝川 幸子 ﾕｰｽ 三津原 秀樹 杉本 基江 金曜会ﾀﾞﾝｽｸﾗﾌﾞ

柴田 佳明 滝沢 ふさ江 島田ﾀﾞﾝｽ愛好会 手嶋 通雄 鈴木 悦子 浜松DSCﾓｱ

高橋 光之介 田代 せい子 ﾀﾞﾝｽﾒｲﾂ 黒柳 忠男 滝浪 澄子 ODC

岡本 惇 田中 千子 ｱﾙｼｵﾝ 神谷 徹 長坂 千鶴 DCﾐｶ

大城 敏夫 長崎 美智子 OS7 橋本 照夫 橋本 久美子 浜松DSCｴｶﾞｵ

三浦 賢吉 花井 福 DCマーガレット 鳥澤 効生 原 良江 OS7

河辺 哲彦 藤井 かほる OS7 杉田 尚 福島 和代 OS7

永田 怜 増田 由美子 若葉会 鈴木 文子 藤井 久恵 浜松DSCｴｶﾞｵ

望月 義弘 松岡 喜代子 ﾌﾚｯｼｭDC 江川 宗隆 松本 節子 ｱﾙｼｵﾝ

塚原 信夫 村田 けい子 ﾕｰｽ 吉沢 英輔 谷沢 恵子 DCﾃｨﾝｶｰﾍﾞﾙ
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                 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

小池 やす子 伊賀 すみ子 ﾋﾞｭｰﾃｨﾌﾙDC浜松 大町 豊 稲葉 久美子 DCﾚｻﾞﾝ

興津 政明 川端 朋子 DCﾐｶ 鈴木 一美 鈴木 多恵子 DCﾐｶ

牧野 康雄 柴山 典代 DCﾐｶ 海野 和彦 高橋 雅子 DCﾚｻﾞﾝ

杉山 康治 杉山 幸子 DC浜松可美 小池 やす子 竹内 文江 ﾚﾃﾞｨｰｽﾌﾛｰﾗ

吉沢 登 荘田 ふみ子 ﾀﾞﾝｽﾒｲﾂ 山下 由實 平谷 静代 ｼﾞｭﾈｽ

新岡 元 中澤 章子 DCﾐｶ 細見 賢二 細見 暁子 下田ﾓｱｰｽﾞ

池田 誠治 西ヶ谷 広美 DCﾚｻﾞﾝ 水野 敏明 水野 智子 ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞｸﾞﾚｰｽ

守山 佳秀 守山 美子 DCﾐｶ 菊池 行雄 三村 久代 DMC葵

大沼　元康 山添 節子 ﾚﾃﾞｨｰｽﾌﾛｰﾗ 吉永 隆広 村松 千登利 DCアクターｽﾞ

★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

小池 やす子 伊賀 すみ子 ﾋﾞｭｰﾃｨﾌﾙDC浜松 守山 佳秀 守山 美子 DCﾐｶ

大町 豊 小長井 幸子 DCﾚｻﾞﾝ 大町 豊 稲葉 久美子 DCﾚｻﾞﾝ

杉山 純一 桜井 亜美 ブロンクス 片瀬 隆広 片瀬 恵子 ｶﾖｰﾊｰﾄ

安藤 国春 鈴木 ゆみか DCﾚｻﾞﾝ 稲垣 由明 川口 千恵子 ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞｸﾞﾚｰｽ

海野 和彦 高橋 雅子 DCﾚｻﾞﾝ 諏訪 譲 設楽 恵子 DSC中部

土居 浩 内藤 升美 DCﾚｻﾞﾝ 橋本 宏 中村 美奈子 DCﾚｻﾞﾝ

狩野 敦 藤山 久枝 ﾍﾞｰｼｯｸDSC 増田 勝志 野中 みえ子 DCﾐｶ

細見 賢二 細見 暁子 下田ﾓｱｰｽﾞ 菊池 行雄 三村 久代 DMC葵

駒形 幸雄 石川 ふぢ子 島田愛好会 吉永 隆広 村松 千登利 DCアクターｽﾞ

★ルンバ ３組

リーダ名 パートナー名 所属サークル

狩野 敦 青地 智子 ﾍﾞｰｼｯｸDSC

興津 政明 川端 朋子 DCﾐｶ

中野 克己 柴田 八重子 DSC中部

牧野 康雄 柴山 典代 DCﾐｶ

杉山 康治 杉山 幸子 DC浜松可美

吉沢 登 荘田 ふみ子 ﾀﾞﾝｽﾒｲﾂ

小池 やす子 竹内 文江 ﾚﾃﾞｨｰｽﾌﾛｰﾗ

池田 誠治 西ヶ谷 広美 DCﾚｻﾞﾝ

大沼　元康 山添 節子 ﾚﾃﾞｨｰｽﾌﾛｰﾗ

★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

片瀬 隆広 片瀬 恵子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 狩野 敦 青地 智子 ﾍﾞｰｼｯｸDSC

杉山 純一 桜井 亜美 ブロンクス 大町 豊 小長井 幸子 DCﾚｻﾞﾝ

安藤 国春 鈴木 ゆみか DCﾚｻﾞﾝ 諏訪 譲 設楽 恵子 DSC中部

土居 浩 内藤 升美 DCﾚｻﾞﾝ 中野 克己 柴田 八重子 DSC中部

橋本 宏 中村 美奈子 DCﾚｻﾞﾝ 鈴木 一美 鈴木 多恵子 DCﾐｶ

中山 好美 中山 薫 ﾍﾞｰｼｯｸDSC 新岡 元 中澤 章子 DCﾐｶ

鈴木 勝行 松田 厚子 サークルヒーロ 増田 勝志 野中 みえ子 DCﾐｶ

水野 敏明 水野 智子 ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞｸﾞﾚｰｽ
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★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

熊谷 裕英 新井 幸子 ｳｨｰｳ" 武田 淳 犬本 祐子 DCマーガレット

袴田 長治 飯村 英子 ｼｬﾄﾞｰ 西嶋 一人 勝又 みさお ｷｬｯﾂｱｲ

伏見 隆夫 鈴木 佳子 ﾆｭｰﾌﾚﾝｽﾞ 本田 健蔵 蟹澤 澄子 ｼﾞｭﾈｽ

鈴木 啓一 鈴木 登紀子 浜松DSC富塚 小沢 次男 斉藤 幸子 DCアクターｽﾞ

山崎 善一 鈴木 俊江 DCﾐｶ 宮田 和正 杉本 八重子 DMC葵

滝 茂吉 豊島 淑子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 鈴木 保幸 鈴木 孝枝 ｻｰｸﾙ木蓮

牧野 繁 中野 暁子 D.C.ｸﾚｼｪﾝﾄﾞ 杉本 賢 鈴木 律子 ｻｰｸﾙ木蓮

寺尾 勉 中村 恵子 D.C.ｸﾚｼｪﾝﾄﾞ 原田 末信 原田 千乃 ｼﾞｭﾈｽ

水野 清平 水野 裕子 ﾏｲﾄﾚDC 増田 保正 増田 かつ子 下田ﾓｱｰｽﾞ

大石 正明 村上 和子 DCﾐｶ 井口 速夫 山下 節子 ゴールド

青島 作夫 和田 美子 ゴールド 山本 清 山村 裕子 D.C.ｸﾚｼｪﾝﾄﾞ

★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

飯沼 義雄 岩崎 博子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 岩崎 千春 岩崎 恵美子 DSC中部

黒田 浩平 木全 臣子 DC浜松可美 安田 二郎 影山 佐和子 浜松DSCｴｶﾞｵ

大島 喜六 杉田 紘江 OS7 立花 美實 近藤 やす子 ゴールド

鈴木 重雄 鈴木 廣子 DCﾐｶ 片野 進 佐藤 京子 ﾋﾞｴﾝﾅ

水野 晃成 外山 真理 ｼﾞｭﾈｽ 西村 進 高橋 靖乃 DCｼﾞｮｲ

寺田 豊司 林 順子 ﾕｰｽ 鈴木 英一 竹市 洋子 ｶﾖｰﾊｰﾄ

原木 敏而 原木 豊子 追手ｸﾗﾌﾞ 諏訪部 光司 丹羽 君代 ｱﾙｼｵﾝ

竹下 昌宏 平野 光子 DCﾐｶ 平井 宏明 平井 由美子 D.C.ｸﾚｼｪﾝﾄﾞ

伏見 隆夫 伏見 亜佐 ﾆｭｰﾌﾚﾝｽﾞ 本田 健蔵 平谷 静代 ｼﾞｭﾈｽ

正田 茂彦 正田 由巳加 下田ﾓｱｰｽﾞ 渡部 孝満 松山 静子 DMC葵

山下 由實 山下 厚子 ｼﾞｭﾈｽ 丸山 一 丸山 由美子 ﾋﾞｭｰﾃｨﾌﾙDC浜松

★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

上総 満雄 伊奈 和子 DSC東部 熊谷 裕英 新井 幸子 ｳｨｰｳ"

岩崎 千春 岩崎 恵美子 DSC中部 安田 二郎 影山 佐和子 浜松DSCｴｶﾞｵ

飯沼 義雄 岩崎 博子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 本田 健蔵 蟹澤 澄子 ｼﾞｭﾈｽ

植田 英之 植田 加奈子 追手ｸﾗﾌﾞ 片野 進 佐藤 京子 ﾋﾞｴﾝﾅ

立花 美實 近藤 やす子 ゴールド 宮田 和正 杉本 八重子 DMC葵

平井 宏明 平井 由美子 D.C.ｸﾚｼｪﾝﾄﾞ 山崎 善一 鈴木 俊江 DCﾐｶ

丸山 一 丸山 由美子 ﾋﾞｭｰﾃｨﾌﾙDC浜松 杉本 賢 鈴木 律子 ｻｰｸﾙ木蓮

大石 正明 村上 和子 DCﾐｶ 伊藤 洋 西川 由美子 ゴールド

島田 智嘉 若林 信子 ﾆｭｰﾌﾚﾝｽﾞ 増田 保正 増田 かつ子 下田ﾓｱｰｽﾞ
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★スローフォックストロット ３組

リーダ名 パートナー名 所属サークル

袴田 長治 飯村 英子 ｼｬﾄﾞｰ

杉原 唯夫 大森 久美子 DCｼﾞｮｲ

西嶋 一人 勝又 みさお ｷｬｯﾂｱｲ

江川 宗隆 田中 千子 ｱﾙｼｵﾝ

高田 光康 土屋 美代子 ﾕｰｽ

中野 喜植 寺田 たい子 磐田ASD

鈴木 聡明 早房 利子 DCﾐｶ

本澤 繁男 本澤 弘子 ﾆｭｰﾌﾚﾝｽﾞ

井口 速夫 山下 節子 ゴールド

★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

大島 喜六 杉田 紘江 OS7 植田 英之 植田 加奈子 追手ｸﾗﾌﾞ

鈴木 澄緒 鈴木 すみ子 DCﾐｶ 黒田 浩平 木全 臣子 DC浜松可美

高田 光康 土屋 美代子 ﾕｰｽ 伏見 隆夫 鈴木 佳子 ﾆｭｰﾌﾚﾝｽﾞ

牧野 繁 中野 暁子 D.C.ｸﾚｼｪﾝﾄﾞ 鈴木 保幸 鈴木 孝枝 ｻｰｸﾙ木蓮

寺尾 勉 中村 恵子 D.C.ｸﾚｼｪﾝﾄﾞ 鈴木 啓一 鈴木 登紀子 浜松DSC富塚

原木 敏而 原木 豊子 追手ｸﾗﾌﾞ 中野 喜植 寺田 たい子 磐田ASD

水野 晃成 平谷 静代 ｼﾞｭﾈｽ 竹下 昌宏 平野 光子 DCﾐｶ

島田 智嘉 若林 信子 ﾆｭｰﾌﾚﾝｽﾞ 水野 清平 水野 裕子 ﾏｲﾄﾚDC

青島 作夫 和田 美子 ゴールド 山本 清 山村 裕子 D.C.ｸﾚｼｪﾝﾄﾞ

★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

杉原 唯夫 大森 久美子 DCｼﾞｮｲ 駒形 幸雄 石川 ふぢ子 島田愛好会

小沢 次男 斉藤 幸子 DCアクターｽﾞ 武田 淳 犬本 祐子 DCマーガレット

滝 茂吉 豊島 淑子 ｶﾖｰﾊｰﾄ 鈴木 重雄 鈴木 廣子 DCﾐｶ

伊藤 洋 西川 由美子 ゴールド 西村 進 高橋 靖乃 DCｼﾞｮｲ

寺田 豊司 林 順子 ﾕｰｽ 江川 宗隆 田中 千子 ｱﾙｼｵﾝ

鈴木 聡明 早房 利子 DCﾐｶ 水野 晃成 外山 真理 ｼﾞｭﾈｽ

原田 末信 原田 千乃 ｼﾞｭﾈｽ 諏訪部 光司 丹羽 君代 ｱﾙｼｵﾝ

正田 茂彦 正田 由巳加 下田ﾓｱｰｽﾞ 本澤 繁男 本澤 弘子 ﾆｭｰﾌﾚﾝｽﾞ

山下 由實 山下 厚子 ｼﾞｭﾈｽ 渡部 孝満 松山 静子 DMC葵

-35-



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

R W C T S F R W P Q

東部 101 岩村　政栄 伊賀　みどり ＯＳ７  ◎

東部 102 日吉　照郎 萩原　津由 ユース  ◎

中部 201 武田　淳 犬本　祐子 DCﾏｰｶﾞﾚｯﾄ  ◎

中部 202 小長井　徹 小長井　幸子 DCﾚｻﾞﾝ  ◎

西部 301 山下 由實 山下 厚子 ｼﾞｭﾈｽ  ◎

西部 302 江尻 進 江尻 由美 浜松DSC富塚  ◎

東部 103 細見　賢二 細見　暁子 下田ﾓｱｰｽﾞ  ◎

東部 104 杉田　尚 中村　孝子 ＯＳ７  ◎

中部 203 牧野　正道 小野田　桂子 東益津DC  ◎

中部 204 狩野　敦 青地　智子 ﾍﾞｰｼｯｸDSC  ◎

西部 303 中西 章 平野　君代 コスモス  ◎

西部 304 橋本 一三 橋本 みさ江 浜松F&B  ◎

東部 105 菊岡　洋三 菊岡　由美子 ユース  ◎

東部 106 細野　秀雄 福島　和子 ＯＳ７  ◎

中部 205 片瀬　隆広 片瀬　恵子 ｶﾖｰﾊｰﾄ  ◎

中部 206 鈴木　英一 竹市　洋子 ｶﾖｰﾊｰﾄ  ◎

西部 305 井口 速夫 山下 節子 ゴールドDSC  ◎

西部 306 近藤 三雄 松下 けい子 磐田ASD  ◎

東部 107 河辺 哲彦 河辺　彩子 ＯＳ７  ◎

東部 108 伏見　隆夫 伏見　亜佐 ﾆｭｰﾌﾚﾝｽﾞ  ◎

中部 207 小山　茂樹 小山 皓江 DCﾋﾟｺ  ◎

中部 208 岩田　雅義 小永井 裕子 ｶﾖｰﾊｰﾄ  ◎

西部 307 杉本 賢 鈴木 律子 ｻｰｸﾙ木蓮  ◎

西部 308 松本 安弘 松本 和子 浜松DSC富塚  ◎

東部 109 小森　将博 田中　ひとみ ユース  ◎

東部 110 岡　省三 岡　さとみ ユース  ◎

中部 209 中野　克己 柴田　八重子 DSC中部  ◎

中部 210 諏訪　譲 設楽　恵子 DMC葵  ◎

西部 309 中野 喜植 寺田 たい子 磐田ASD  ◎

西部 310 立花 美實 近藤 やす子 ゴールドDSC  ◎

東部 111 地田　祐二 地田　久枝 DCｼﾙｴｯﾄ  ◎

東部 112 本澤 繁男 本澤 弘子 ﾆｭｰﾌﾚﾝｽﾞ  ◎

中部 211 植田　英之 植田　加奈子 追手クラブ  ◎

中部 212 海野　和彦 高橋　雅子 DCﾚｻﾞﾝ  ◎

西部 311 袴田 長治 飯村 英子 ｼｬﾄﾞｰ  ◎

西部 312 安田 二郎 影山 佐和子 浜松DSCｴｶﾞｵ  ◎

上級 ｺﾞｰﾙﾄﾞ ｵｰﾌﾟﾝ

支　部　対　抗　戦　選  手　一　覧  

所   属 初級 中級支
部

背
番
号

リーダー パートナー
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

R W C T S F R W P Q

上級 ｺﾞｰﾙﾄﾞ ｵｰﾌﾟﾝ

支　部　対　抗　戦　選  手　一　覧  

所   属 初級 中級支
部

背
番
号

リーダー パートナー

東部 113 江川　宗隆 田中　千子 ｱﾙｼｵﾝ  ◎

東部 114 勝又　勇 村松　千鶴子 ユース  ◎

中部 213 渡部 孝満 松山 静子 DMC葵  ◎

中部 214 興津 政明 川端 朋子 DCﾐｶ  ◎

西部 313 野又　弘也 金田　敏子 ｻｰｸﾙ木蓮  ◎

西部 314 大沼　元康 山添　節子 浜松DSCﾓｱ  ◎

東部 115 増田　保正 増田　かつ子 下田ﾓｱｰｽﾞ  ◎

東部 116 鈴木　俊明 木内　陽子 ユース  ◎

中部 215 吉沢　久 吉沢　吉子 DSC中部  ◎

中部 216 服部　潤佶 高橋　えみ子 DSC中部  ◎

西部 315 青島 作夫 和田 美子 ゴールドDSC  ◎

西部 316 本田 健蔵 蟹澤 澄子 ｼﾞｭﾈｽ  ◎

東部 117 高田　光康 土屋　美代子 ユース  ◎

東部 118 大友　泰二 大友　訓代 DSC東部  ◎

中部 217 杉山　純一 桜井　亜美 ﾌﾞﾛﾝｸｽ  ◎

中部 218 新岡　元 中沢　章子 DCﾐｶ  ◎

西部 317 熊谷 裕英 新井 幸子 ｳｨｰｳ"  ◎

西部 318 伊藤 洋 西川 由美子 ゴールドDSC  ◎

東部 119 上総　満雄 伊奈　和子 DSC東部  ◎

東部 120 寺田　豊司 林　　順子 ユース  ◎

中部 219 熊谷　実千雄 増田　ゆき枝 DCﾐｶ  ◎

中部 220 岩崎 千春 岩崎 恵美子 DSC中部  ◎

西部 319 丸山 一 丸山 由美子 ﾋﾞｭｰﾃｨﾌﾙDC浜松  ◎

西部 320 早川　俊之 早川　麻由美 おぎﾀﾞﾝｼﾝぐサークル  ◎

　　　　　　　　　　支部対抗戦過去６回成績

2002年 2003年 2004年

優勝 準優勝 優勝

83 72 84

準優勝 優勝 準優勝

77 83 83

三位 三位 三位

51 56 56得　点 57 61 56

西　部 三位 三位 三位

得　点 79 77 81

中　部 優勝 優勝 優勝

得　点 74 72 73

東　部 準優勝 準優勝 準優勝

年　度 2005年 2006年 2007年

-37-



 

第１７回都道府県対抗 

「全国ダンススポーツ大会」in新潟 

静岡県代表選手 
 

 

 

ラテン 

 

 

 

 

スタンダード 

 

 

 

 

 

種 目 区分 代表者リーダ 代表者パートナー 所属サークル 所属支部

サンバ 成年Ａ 井ノ川 大輔 青木 絵里 静岡ＤＳＣ 中部支部

チャチャチャ 壮年Ａ 佃 昌光 佃 順子 ＤＣミカ 中部支部

ルンバ 壮年Ｂ 渡部 孝満 松山 静子 ＤＭＣ葵 中部支部

パソドブレ 成年Ｂ 杉山 純一 桜井 亜美 プロンクス 中部支部

種 目 区分 代表者リーダ 代表者パートナー 所属サークル 所属支部

ワルツ 壮年Ａ 諏訪 譲 設楽 恵子 静岡ＤＳＣ 中部支部

タンゴ 壮年Ｂ 上総 満雄 伊奈 和子 静岡ＤＳＣ 東部支部

スローフォッ
クストロット 

成年Ａ 岩崎 千春 岩崎 恵美子 静岡ＤＳＣ 中部支部

クイック 
ステップ 

成年Ｂ 丸山 一 丸山 由美子 
ビューティフ
ルＤＣ浜松 

西部支部
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