
B-19月1５日　場所：グランドプリンスホテル新高輪　飛天

ギャラクシーマスターズチャンピオンシップス　ボールルーム 50音順

登録番号 リーダー氏名 フリガナ パートナー氏名 フリガナ 都道府県 級 ギャラクシー シニア60 B級シニア60 備考

13007002 浅沼 香 ｱｻﾇﾏ ｶｵﾙ 小出 絹恵 ｺｲﾃﾞ ｷﾇｴ 埼玉県 B ●

19000039 東 成光 ｱｽﾞﾏ ｼｹﾞﾐﾂ 土田 園子 ﾂﾁﾀﾞ ｿﾉｺ ● ●

12000002 阿部 紀也 ｱﾍﾞ ﾄｼﾔ 阿部 典子 ｱﾍﾞ ﾉﾘｺ A ●

19000026 綾野 晃志郎 ｱﾔﾉ ｺｳｼﾛｳ 長澤 穂乃花 ﾅｶﾞｻﾜ ﾎﾉｶ 東京都 ●

13003773 新井 奨平 ｱﾗｲ ｼｮｳﾍｲ 穂高 早紀 ﾎﾀｶ ｻｷ 埼玉県 B ●

13000142 安西 章司 ｱﾝｻﾞｲ ｼｮｳｼﾞ 笹野 いずみ ｻｻﾉ ｲｽﾞﾐ 神奈川県 A ● ●

13003761 池田 泰規 ｲｹﾀﾞ ﾔｽﾉﾘ 池田 佐知子 ｲｹﾀﾞ ｻﾁｺ 神奈川県 B ●

19000078 池谷 祐真 ｲｹﾔ ﾕｳﾏ 臼杵 綾夏 ｳｽｷ ｱﾔｶ ●

13003774 石山 誠 ｲｼﾔﾏ ﾏｺﾄ 石山 直子 ｲｼﾔﾏ ﾅｵｺ 千葉県 A ●

13003778 稲垣 知宏 ｲﾅｶﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 稲垣 尚美 ｲﾅｶﾞｷ ﾅｵﾐ 東京都 A ●

19000066 稲垣 浩 ｲﾅｶﾞｷ ﾋﾛｼ 伊藤 千恵美 ｲﾄｳ ﾁｴﾐ ●

19000027 稲葉 太一 ｲﾅﾊﾞ ﾀｲﾁ 小口 紗里菜 ｺｸﾞﾁ ｻﾘﾅ 神奈川県 ●

13000225 稲村 美一 ｲﾅﾑﾗ ﾖｼｶｽﾞ 菊池 辰子 ｷｸﾁ ﾀﾂｺ 神奈川県 B ●

19000072 井上 翼 ｲﾉｳｴ ﾂﾊﾞｻ 叶内 亜美 ｶﾉｳﾁ ｱﾐ ●

13003803 岩崎 将之 ｲﾜｻｷ ﾏｻﾕｷ 中山 絵里加 ﾅｶﾔﾏ ｴﾘｶ 東京都 A ●

13000466 大嶋 良明 ｵｵｼﾏ ﾖｼｱｷ 大嶋 三恵子 ｵｵｼﾏ ﾐｴｺ 神奈川県 B ●

13002516 太田 孝 ｵｵﾀ ﾀｶｼ 杉村 登美子 ｽｷﾞﾑﾗ ﾄﾐｺ 千葉県 A ●

19000063 大坪 竜也 ｵｵﾂﾎﾞ ﾀﾂﾔ 鈴木 智紗子 ｽｽﾞｷ ﾁｻｺ ●

13003003 大野 剛志 ｵｵﾉ ﾂﾖｼ 井出 真理 ｲﾃﾞ ﾏﾘ 神奈川県 A ●

13002565 岡崎 明 ｵｶｻﾞｷ ｱｷﾗ 岡崎 昌子 ｵｶｻﾞｷ ﾏｻｺ 千葉県 B ●

13001606 荻野 髙重 ｵｷﾞﾉ ﾀｶｼｹﾞ 才本 ふじ子 ｻｲﾓﾄ ﾌｼﾞｺ 神奈川県 B ● ●

13000575 押田 恒由 ｵｼﾀﾞ ﾂﾈﾖｼ 田口 美知子 ﾀｸﾞﾁ ﾐﾁｺ 埼玉県 A ●

13003682 加地 渉 ｶﾁ ﾜﾀﾙ 今橋 紗希 ｲﾏﾊｼ ｻｷ 埼玉県 A ● 招待選手

13003831 勝又 友也 ｶﾂﾏﾀ ﾕｳﾔ 清水 彩美 ｼﾐｽﾞ ｱﾔﾐ 神奈川県 D ●

14000001 加藤 修久 ｶﾄｳ ﾅｵﾋｻ 加藤 裕子 ｶﾄｳ ﾕｳｺ 大阪府 A ● ●

13001268 川口 守 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏﾓﾙ 瓜生　房子 ｳﾘｭｳ ﾌｻｺ 埼玉県 B ●

13003513 川島 秀明 ｶﾜｼﾏ ﾋﾃﾞｱｷ 川島 美紀 ｶﾜｼﾏ ﾐｷ 千葉県 A ●

13003635 川島 秀敏 ｶﾜｼﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ 川島 恵子 ｶﾜｼﾏ ｹｲｺ 千葉県 B ●

13003597 川又 泰 ｶﾜﾏﾀ ﾔｽｼ 川又 幸子 ｶﾜﾏﾀ ｻﾁｺ 東京都 A ●

19000018 神原 大青 ｶﾝﾊﾞﾗ ﾀｲｾｲ 宮崎 莉子 ﾐﾔｻﾞｷ ﾘｺ ●

13003066 岸 和夫 ｷｼ ｶｽﾞｵ 岸 園子 ｷｼ ｿﾉｺ 東京都 A ●

17000031 木下 将希 ｷﾉｼﾀ ﾏｻｷ 小西 乙愛 ｺﾆｼ ﾒﾘｱ ●

13003801 木村 圭 ｷﾑﾗ ｹｲ 林 真美 ﾊﾔｼ ﾏﾐ 千葉県 B ●

19000025 木村 康平 ｷﾑﾗ ｺｳﾍｲ 江藤 杏奈 ｴﾄｳ ｱﾝﾅ ●



B-29月1５日　場所：グランドプリンスホテル新高輪　飛天

ギャラクシーマスターズチャンピオンシップス　ボールルーム 50音順

登録番号 リーダー氏名 フリガナ パートナー氏名 フリガナ 都道府県 級 ギャラクシー シニア60 B級シニア60 備考

13001664 木竜 重信 ｷﾘｭｳ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 安居院 徳子 ｱｸﾞｲ ﾄｸｺ 新潟県 A ● ●

13003210 工藤 哲夫 ｸﾄﾞｳ ﾃﾂｵ 佐藤 直子 ｻﾄｳ ﾅｵｺ 東京都 A ●

19000056 熊谷 光晃 ｸﾏｶﾞｲ ﾐﾂｱｷ 粕尾 明日香 ｶｽｵ ｱｽｶ ● 招待選手

19000042 倉田 尭敏 ｸﾗﾀ ｱｷﾄｼ 志田 真梨亜 ｼﾀﾞ ﾏﾘｱ ● 招待選手

19000060 倉田 幸竜 ｸﾗﾀ ﾖｼﾀﾂ 石原 加奈子 ｲｼﾊﾗ ｶﾅｺ ●

13000287 倉持 和司 ｸﾗﾓﾁ ｶｽﾞｼ 大橋 憲子 ｵｵﾊｼ ﾉﾘｺ 神奈川県 A ●

13001519 栗城 孝至 ｸﾘｷ ﾀｶｼ 北野 征子 ｷﾀﾉ ｾｲｺ 東京都 A ●

18000001 Glenn-Richard Boyce 
ｸﾞﾚﾝ・ﾘﾁｬｰﾄﾞ・ﾎﾞ
ｲｽ

Caroly Janes
ｷｬﾛﾘｰ・ｼﾞｪｰﾝ
ｽﾞ

England ● 海外招待選手

13002298 越谷 成一 ｺｼｶﾞﾔ ｾｲｲﾁ 土信田 由紀子 ﾄｼﾀﾞ ﾕｷｺ 神奈川県 C ●

19000058 小林 開人 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ 松尾 亜莉沙 ﾏﾂｵ ｱﾘｻ ●

15000001 小林 潤一 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ 小林 麻衣 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲ A ●

13001810 小山 正治 ｺﾔﾏ ﾏｻｼﾞ 小山 涼子 ｺﾔﾏ ﾘｮｳｺ 東京都 A ●

19000011 近藤 純 ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝ 神成 真央 ｼﾝｼﾞｮｳ ﾏｵ ●

19000055 近藤 義弘 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾋﾛ 堂城 美賀子 ﾀｶｷﾞ ﾐｶｺ ●

13000032 佐々 英成 ｻｻ ﾋﾃﾞﾅﾘ 佐々 昌子 ｻｻ ｱｷｺ 東京都 B ●

13002499 佐々木 信一 ｻｻｷ ｼﾝｲﾁ 岸 克子 ｷｼ ｶﾂｺ 神奈川県 B ●

19000016 佐藤 祐馬 ｻﾄｳ ﾕｳﾏ 久保田 理沙 ｸﾎﾞﾀ ﾘｻ 大阪府 ● 招待選手

13000258 佐藤 林平 ｻﾄｳ ﾘﾝﾍﾟｲ 玉村 貴美子 ﾀﾏﾑﾗ ｷﾐｺ 埼玉県 A ●

13003594 佐野 守 ｻﾉ ﾏﾓﾙ 宮崎 洋子 ﾐﾔｻﾞｷ ﾖｳｺ 東京都 A ●

13002375 澤田 明朗 ｻﾜﾀﾞ ﾒｲﾛｳ 鈴木 和子 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞｺ 東京都 D ●

13003120 繁田 徹 ｼｹﾞﾀ ﾄｵﾙ 岩渕 由美子 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾕﾐｺ 千葉県 A ● ●

13002112 柴田 俊男 ｼﾊﾞﾀ ﾄｼｵ 天野 貴美子 ｱﾏﾉ ｷﾐｺ 東京都 A ●

13003827 下岡 ヘンリー ｼﾓｵｶ ﾍﾝﾘｰ 安藤 友里恵 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕﾘｴ 東京都 C ●

13001886 庄子 正 ｼｮｳｼﾞ ﾀﾀﾞｼ 庄子 姫子 ｼｮｳｼﾞ ﾋﾒｺ 東京都 B ● ●

13003327 杉戸 一雅 ｽｷﾞﾄ ｶｽﾞﾉﾘ 箕輪 奈津子 ﾐﾉﾜ ﾅﾂｺ 東京都 A ●

19000068 鈴木 恭平 ｽｽﾞｷ ｷｮｳﾍｲ 築地 まどか ﾂｷｼﾞ ﾏﾄﾞｶ ●

13000790 鈴木 正一 ｽｽﾞｷ ｼｮｳｲﾁ 岩谷 和子 ｲﾜﾔ ｶｽﾞｺ 東京都 A ●

19000036 Sainsbury Matthew ｾｲﾝｽﾌﾞﾘｰ ﾏｼｭｰ 岩崎 美奈子 ｲﾜｻｷ ﾐﾅｺ ●

13002237 関 俊夫 ｾｷ ﾄｼｵ 鈴木 省子 ｽｽﾞｷ ｾｲｺ 東京都 A ●

13001098 瀬田 裕和 ｾﾀ ﾋﾛｶｽﾞ 南井 悦子 ﾐﾅﾐｲ ｴﾂｺ 東京都 A ●

13003767 孫 祖博 ｿﾝ ｿﾊｸ 西村 早織 ﾆｼﾑﾗ ｻｵﾘ A ● 招待選手

19000067 髙木 道仁 ﾀｶｷ ﾐﾁﾋﾄ 片岡 玲子 ｶﾀｵｶ ﾚｲｺ ●

19000014 高原 範之 ﾀｶﾊﾗ ﾉﾘﾕｷ 岩崎 有紗 ｲﾜｻｷ ｱﾘｻ 東京都 ●

18000002 Chan Yu Chuen ﾁｬﾝ・ﾕ･ﾁｪﾝ Cao Yifan ｶｵ･ｲﾌｧﾝ Hong Kong ● 海外選手



B-39月1５日　場所：グランドプリンスホテル新高輪　飛天

ギャラクシーマスターズチャンピオンシップス　ボールルーム 50音順

登録番号 リーダー氏名 フリガナ パートナー氏名 フリガナ 都道府県 級 ギャラクシー シニア60 B級シニア60 備考

13003589 手塚 太久 ﾃﾂﾞｶ ﾀｸ 山口 紗恵 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻｴ 東京都 B ●

13003824 永浜 英一郎 ﾅｶﾞﾊﾏ ｴｲｲﾁﾛｳ 青山 千佳 ｱｵﾔﾏ ﾁｶ 東京都 C ●

13003553 中村 晴義 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙﾖｼ 中村 文子 ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐｺ 埼玉県 A ●

19000075 野口 雄一朗 ﾉｸﾞﾁ ﾕｳｲﾁﾛｳ 奥野 亮子 ｵｸﾉ ﾘｮｳｺ ●

13003671 土師 信幸 ﾊｼﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 川本 栄美子 ｶﾜﾓﾄ ｴﾐｺ 神奈川県 B ●

13002164 長谷川 秀樹 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾃﾞｷ 長谷川 和子 ﾊｾｶﾞﾜ ｶｽﾞｺ 千葉県 B ●

19000047 原 弘志 ﾊﾗ ﾋﾛｼ 中川 しのぶ ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾉﾌﾞ ●

13001846 樋口 清一 ﾋｸﾞﾁ ｾｲｲﾁ 長郷 ヒロミ ﾅｶﾞｻﾄ ﾋﾛﾐ 東京都 A ●

19000045 廣瀬 亨平 ﾋﾛｾ ｷｮｳﾍｲ 廣瀬 京 ﾋﾛｾ ﾐﾔｺ ●

12000003 福士 信一 ﾌｸｼ ｼﾝｲﾁ 佐藤 麗子 ｻﾄｳ ﾚｲｺ C ●

19000043 藤森 春樹 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾊﾙｷ 金山 咲月 ｶﾅﾔﾏ ｻﾂｷ ●

13003259 前田 捷年 ﾏｴﾀﾞ ｶﾂﾄｼ 前田 紀子 ﾏｴﾀﾞ ﾉﾘｺ 東京都 A ●

18000004 Mak Ping Tong ﾏｸ・ﾋﾞﾝ・ﾄﾝ Chu Chou To ﾁｭ・ﾁｮｳ・ﾄ Hong Kong ● ● 海外選手

13002503 松本 明 ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾗ 藤原 純子 ﾌｼﾞﾜﾗ ｽﾐｺ 東京都 C ●

13000088 丸山 昭夫 ﾏﾙﾔﾏ ｱｷｵ 武田 知子 ﾀｹﾀﾞ ﾄﾓｺ 東京都 B ●

13000620 南舘 盛雄 ﾐﾅﾐﾀﾞﾃ ﾓﾘｵ 金野 有希子 ｺﾝﾉ ﾕｷｺ 宮城県 B ●

13003002 宮内 秀幸 ﾐﾔｳﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ 宮内 久美子 ﾐﾔｳﾁ ｸﾐｺ 千葉県 A ●

13001138 武藤 志郎 ﾑﾄｳ ｼﾛｳ 菊田 玲子 ｷｸﾀ ﾚｲｺ 神奈川県 A ● ●

13000987 森田 晃好 ﾓﾘﾀ ｱｷﾖｼ 後閑 千恵子 ｺﾞｶﾝ ﾁｴｺ 東京都 B ●

13000694 山下 智之 ﾔﾏｼﾀ ﾉﾘﾕｷ 山下 利子 ﾔﾏｼﾀ ﾄｼｺ 神奈川県 A ●

19000048 横田 孝好 ﾖｺﾀ ﾀｶﾖｼ 中村 麻理美 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾘﾐ ●

13000591 吉川 敏雄 ﾖｼｶﾜ ﾄｼｵ 吉川 明子 ﾖｼｶﾜ ｱｷｺ 東京都 A ●

13003109 吉田 篤正 ﾖｼﾀﾞ ｱﾂﾏｻ 吉田 晃子 ﾖｼﾀﾞ ﾃﾙｺ 神奈川県 A ● ●

13003550 吉田 祐也 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾔ 美田 輝美 ﾐﾀ ﾃﾙﾐ 神奈川県 A ● ●

13003684 分部 綱男 ﾜｹﾍﾞ ﾂﾅｵ 大崎 智子 ｵｵｻｷ ﾄﾓｺ 東京都 B ●

19000076 渡邊 直人 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾄ 渡部 文 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔ ●

19000065 渡部 正光 ﾜﾀﾉﾍﾞ ﾏｻﾐﾂ 渡部 典子 ﾜﾀﾉﾍﾞ ﾉﾘｺ ●

13000294 亘 雄一 ﾜﾀﾘ ﾕｳｲﾁ 亘 絹代 ﾜﾀﾘ ｷﾇﾖ 東京都 B ●

18000003 Wang Lei ﾜﾝ･ﾚｲ Ellen Hung ｴﾚﾝ・ﾊﾝｸﾞ Hong Kong ● 海外選手



L-4
9月1５日　場所：グランドプリンスホテル新高輪　飛天

ギャラクシーマスターズチャンピオンシップス　ラテン 50音順

登録番号 リーダー氏名 フリガナ パートナー氏名 フリガナ 都道府県 級 ギャラクシー 備考

13003789 安部 邦斗 ｱﾍﾞ　ｸﾆﾄ 安部 美咲 ｱﾍﾞ　ﾐｻｷ 千葉県 A ●

19000003 安倍 正晃 ｱﾍﾞ ﾏｻｱｷ 鳥居 里実 ﾄﾘｲ ｻﾄﾐ ●

13002737 飯田 大和 ｲｲﾀﾞ ﾔﾏﾄ 渡邊 慧子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｺ 埼玉県 A ● 招待選手

19000074 海老原 拳人 ｴﾋﾞﾊﾗ ｹﾝﾄ タカギ ルナ ﾀｶｷﾞ ﾙﾅ ●

19000061 大木 大樹 ｵｵｷ ﾀｲｷ 大木 風香 ｵｵｷ ﾌｳｶ ●

19000052 大久保 稔也 ｵｵｸﾎﾞ ﾄｼﾔ 吉村 春香 ﾖｼﾑﾗ ﾊﾙｶ ●

19000073 大熊 和幸 ｵｵｸﾏ ｶｽﾞﾕｷ 吉田 詩子 ﾖｼﾀﾞ ｳﾀｺ ●

13003711 押川 慧悟 ｵｼｶﾜ ｹｲｺﾞ 和田 知世 ﾜﾀﾞ ﾄﾓﾖ 神奈川県 C ●

19000064 片庭 雄広 ｶﾀﾆﾜ ﾕｳｺｳ 佐野 愛実 ｻﾉ ﾏﾅﾐ ●

19000044 勝部 晃 ｶﾂﾍﾞ ｱｷﾗ 森田 舞夢 ﾓﾘﾀ ﾏｲﾑ ●

19000020 上浦 光太郎 ｶﾐｳﾗ ｺｳﾀﾛｳ 伊瀬 祐貴子 ｲｾ ﾕｷｺ ● 招待選手

13003597 川又 泰 ｶﾜﾏﾀ ﾔｽｼ 川又 幸子 ｶﾜﾏﾀ ｻﾁｺ 東京都 B ●

19000038 久保 祥平 ｸﾎﾞ ｼｮｳﾍｲ 山口 莉佳 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｶ ●

19000077 小林 武之 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹｼ 畑 紗貴子 ﾊﾀ ｻｷｺ ●

19000059 澤入 渓太 ｻﾜｲﾘ ｹｲﾀ 鈴木 生 ｽｽﾞｷ ●

19000054 下川 晃平 ｼﾓｶﾜ ｺｳﾍｲ 宍戸 奈央 ｼｼﾄﾞ ﾅｵ ●

13003830 杉本 雄大 ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 山口 万葉 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾖ 東京都 C ●

19000070 鈴木 奨太 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 鈴木 千尋 ｽｽﾞｷ ﾁﾋﾛ ● 招待選手

17000027 高橋 海 ﾀｶﾊｼ ｶｲ 和田 享華 ﾜﾀﾞ ｷｮｳｶ ●

13003814 龍見 幸一 ﾀﾂﾐ ｺｳｲﾁ セラドス サントス 悦子 ｾﾗﾄﾞｽ　ｻﾝﾄｽ　ｴﾂｺ 東京都 C ●

19000008 田中 秀樹 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｷ 荻野 晴果 ｵｷﾞﾉ ﾊﾙｶ ●

19000079 照内 大介 ﾃﾙｳﾁ ﾀﾞｲｽｹ 本白水 ナナ ﾓﾄｼﾛﾐｽﾞ ﾅﾅ ●

19000053 難波 隆之 ﾅﾝﾊﾞ ﾀｶﾕｷ 安田 めぐみ ﾔｽﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ ●

19000037 根本 大輔 ﾈﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 岡田 美咲 ｵｶﾀﾞ ﾐｻｷ ●

19000080 彦坂 優太 ﾋｺｻｶ ﾕｳﾀ 佐藤 琉奈 ｻﾄｳ ﾙﾅ ●

19000069 本田 航平 ﾎﾝﾀﾞ ｺｳﾍｲ 都竹 祐未子 ﾂﾂﾞｸ ﾕﾐｺ ●

19000081 三上 哲史 ﾐｶﾐ ｻﾄｼ Jasmiya ｼﾞｬｽﾐﾔ ●



L-5
9月1５日　場所：グランドプリンスホテル新高輪　飛天

ギャラクシーマスターズチャンピオンシップス　ラテン 50音順

登録番号 リーダー氏名 フリガナ パートナー氏名 フリガナ 都道府県 級 ギャラクシー 備考

19000049 山田 将平 ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 荻野 あすみ ｵｷﾞﾉ ｱｽﾐ ●

13003821 横田 信之 ﾖｺﾀ ﾉﾌﾞﾕｷ 吉田 治代 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙﾖ 神奈川県 C ●

19000071 吉田 篤志 ﾖｼﾀﾞ ｱﾂｼ 中澤 麗 ﾅｶｻﾞﾜ ﾚｲ ● 招待選手




