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安部 邦斗 ｱﾍﾞ　ｸﾆﾄ 安部 美咲 ｱﾍﾞ　ﾐｻｷ 千葉県 ● ●

阿部 夢時 ｱﾍﾞ　ﾕﾒﾄｷ 土屋 優海 ﾂﾁﾔ ﾕｳﾅ 埼玉県 ●

安澤 武彦 ｱﾝｻﾞﾜ ﾀｹﾋｺ 堀 慶子 ﾎﾘ ｹｲｺ 東京都 ● ● ● ●

飯田 大和 ｲｲﾀﾞ ﾔﾏﾄ 佐藤 美樹 ｻﾄｳ ﾐｷ 埼玉県 ●

池杉 清 ｲｹｽｷﾞ ｷﾖｼ 関口 紀素 ｾｷｸﾞﾁ ｷｿ 東京都 ● ●

井澤 勇 ｲｻﾞﾜ ｲｻﾑ 鈴木 信子 ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞｺ 東京都 ● ●

石井 克侑 ｲｼｲ ｶﾂﾕｷ 浦田 克枝 ｳﾗﾀ ｶﾂｴ 神奈川県 ●

石井 秀夫 ｲｼｲ ﾋﾃﾞｵ 有賀 淑子 ｱﾘｶﾞ ﾄｼｺ 東京都 ● ●

石川 敬之 ｲｼｶﾜ ﾉﾘﾕｷ 奥さやか ｵｸ ｻﾔｶ 東京都 ●

石田 真一 ｲｼﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 鶴 捷子 ﾂﾙ ｶﾂｺ 東京都 ●

石塚 文夫 ｲｼﾂﾞｶ ﾌﾐｵ 富田 邦子 ﾄﾐﾀ ｸﾆｺ 埼玉県 ●

一ノ瀬 明 ｲﾁﾉｾ ｱｷﾗ 佐々木 千代子 ｻｻｷ ﾁﾖｺ 東京都 ●

伊藤 啓二 ｲﾄｳ ｹｲｼﾞ 伊藤 篤子 ｲﾄｳ　ｱﾂｺ 神奈川県 ● ●

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 ● ●

井上 一明 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞｱｷ 金谷 美津江 ｶﾅﾔ ﾐﾂｴ 神奈川県 ● ● ●

今枝 義昌 ｲﾏｴﾀﾞ ﾖｼﾏｻ 今枝 安芸子 ｲﾏｴﾀﾞ ｱｷｺ 東京都 ●

今関 美光 ｲﾏｾﾞｷ ﾖｼﾃﾙ 今関 まり子 ｲﾏｾﾞｷ ﾏﾘｺ 千葉県 ● ●

漆原 義明 ｳﾙｼﾊﾞﾗ ﾖｼｱｷ 漆原 弘子 ｳﾙｼﾊﾞﾗ ﾋﾛｺ 埼玉県 ● ●

大沢 邦肇 ｵｵｻﾜ ｸﾆﾄｼ 廣田 豊子 ﾋﾛﾀ ﾄﾖｺ 神奈川県 ● ●

大関 光義 ｵｵｾﾞｷ ﾐﾂﾖｼ 藤原 名甫子 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｵｺ 東京都 ●

大野 剛志 ｵｵﾉ ﾂﾖｼ 井出 真理 ｲﾃﾞ ﾏﾘ 神奈川県 ● ●

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 ●

岡田 晶己 ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾐ 岡田 眞利子 ｵｶﾀﾞ ﾏﾘｺ 神奈川県 ● ●

岡野谷 泉 ｵｶﾉﾔ ｲｽﾞﾐ 岡野谷 洋子 ｵｶﾉﾔ ﾖｳｺ 東京都 ●

小川 芳彦 ｵｶﾞﾜ ﾖｼﾋｺ 佐藤 悦子 ｻﾄｳ ｴﾂｺ 千葉県 ●

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 ●

柏木 敏夫 ｶｼﾜｷﾞ ﾄｼｵ 柏木 孝子 ｶｼﾜｷﾞ ﾀｶｺ 東京都 ●

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 ●

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 ●

菊池 正 ｷｸﾁ ﾀﾀﾞｼ 平野 尚子 ﾋﾗﾉ　ﾅｵコ 埼玉県 ●

北原 啓一 ｷﾀﾊﾗ ｹｲｲﾁ 北原 美佐恵 ｷﾀﾊﾗ ﾐｻｴ 埼玉県 ●

木村 圭 ｷﾑﾗ ｹｲ 林 美智子 ﾊﾔｼ ﾐﾁｺ 千葉県 ●

工藤 哲夫 ｸﾄﾞｳ ﾃﾂｵ 染谷 美利恵 ｿﾒﾔ ﾐﾄｴ 東京都 ● ●

ボールルームの部 ラテンアメリカンの部東部日本ダンス選手権大会



リーダー氏名 フリガナ パートナー氏名 フリガナ 都道府県区分 東部日本 　１００スター シニア６０ B級 C級 D級 N級 東部日本 　１００スター 　シニア６０ B級 C級 D級 N級

熊谷 武久 ｸﾏｶﾞｲ ﾀｹﾋｻ 熊谷 芳子 ｸﾏｶﾞｲ ﾖｼｺ 東京都 ● ●

小島 政廣 ｺｼﾞﾏ ﾏｻﾋﾛ 臼井 登美江 ｳｽｲ ﾄﾐｴ 神奈川県 ● ● ●

小山 豊 ｺﾔﾏ ﾕﾀｶ 小山 啓子 ｺﾔﾏ ｹｲｺ 東京都 ● ● ●

斉藤 進市 ｻｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ 斉藤 静江 ｻｲﾄｳ ｼｽﾞｴ 埼玉県 ● ●

斉藤 光夫 ｻｲﾄｳ ﾃﾙｵ 高須 京子 ﾀｶｽ ｷｮｳｺ 埼玉県

齋藤 良夫 ｻｲﾄｳ ﾖｼｵ 守尾 佐智子 ﾓﾘｵ ｻﾁｺ 東京都 ● ● ● ●

櫻井 敬士 ｻｸﾗｲ ﾀｶｼ 前田 郁代 ﾏｴﾀﾞ ｲｸﾖ 神奈川県 ● ● ● ●

佐々木 文也 ｻｻｷ ﾌﾐﾔ 高野 とき子 ﾀｶﾉ ﾄｷｺ 東京都 ● ● ● ●

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 ●

四宮 権一 ｼﾉﾐﾔ ｹﾝｲﾁ 尾形 徳子 ｵｶﾞﾀ ﾉﾘｺ 東京都 ●

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 ● ● ● ●

清水 勇洋 ｼﾐｽﾞ ｲｻﾐ 清水 季子 ｼﾐｽﾞ ﾄｼｺ 東京都 ●

清水 弘隆 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾀｶ 陶山 美穂 ｽﾔﾏ ﾐﾎ 東京都 ● ●

清水 雅敏 ｼﾐｽﾞ　ﾏｻﾄｼ 藤井 有紗 ﾌｼﾞｲ ｱﾘｻ 埼玉県 ● ●

白戸 隆雄 ｼﾛﾄ ﾀｶｵ 織田 ちえ子 ｵﾀﾞ ﾁｴｺ 神奈川県 ● ●

新田見 幸治郎 ｼﾝﾀﾐ ｺｳｼﾞﾛｳ 森 貞子 ﾓﾘ ｻﾀﾞｺ 東京都 ●

杉野 政雄 ｽｷﾞﾉ ﾏｻｵ 新井 ふみ子 ｱﾗｲ ﾌﾐｺ 東京都 ● ●

鈴木 聰明 ｽｽﾞｷ ﾄｼｱｷ 早房 利子 ﾊﾔﾌﾞｻ ﾄｼｺ 静岡県 ● ●

瀬川 哲也 ｾｶﾞﾜ ﾃﾂﾔ 瀬川 節子 ｾｶﾞﾜ ｾﾂｺ 千葉県 ●

関口 裕之 ｾｷｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ 関口 美也子 ｾｷｸﾞﾁ ﾐﾔｺ 神奈川県 ●

瀬戸 正文 ｾﾄ ﾏｻﾌﾐ 高橋 和子 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｺ 埼玉県 ●

孫 祖博 ｿﾝ ｿﾊｸ 西村 早織 ﾆｼﾑﾗ ｻｵﾘ 東京都 ●

髙橋 慶二 ﾀｶﾊｼ ｹｲｼﾞ 波多野 ゆき枝 ﾊﾀﾉ ﾕｷｴ 千葉県 ● ●

武井 昭二郎 ﾀｹｲ ｼｮｳｼﾞﾛｳ 武井 京子 ﾀｹｲ ｷｮｳｺ 東京都 ●

武内 義雄 ﾀｹｳﾁ ﾖｼｵ 吉田 ひさ子 ﾖｼﾀﾞ ﾋｻｺ 埼玉県 ●

伊達 広一 ﾀﾞﾃ ﾋﾛｶｽﾞ 日比谷 光子 ﾋﾋﾞﾔ ﾐﾂｺ 神奈川県 ●

田中 和彦 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾋｺ 田熊 洋子 ﾀｸﾏ ﾖｳｺ 東京都 ●

玉川 公一 ﾀﾏｶﾞﾜ ｺｳｲﾁ 髙田 詳恵 ﾀｶﾀﾞ ﾖｼｴ 埼玉県 ● ● ● ●

溜渕 修 ﾀﾏﾘﾌﾞﾁ ｵｻﾑ 小島 優子 ｵｼﾞﾏ ﾕｳｺ 千葉県 ● ● ●

永井 純三 ﾅｶﾞｲ ｼﾞｭﾝｿﾞｳ 永井 美智子 ﾅｶﾞｲ ﾐﾁｺ 東京都 ●

長島 宏行 ﾅｶﾞｼﾏ ﾋﾛﾕｷ 佐々木 智子 ｻｻｷ ﾄﾓｺ 神奈川県 ● ●

中西 宣貴 ﾅｶﾆｼ ﾉﾌﾞｷ 谷原 心蕗 ﾀﾆﾊﾗ ｺｺﾛ 兵庫県 ●

南齋 俊英 ﾅﾝｻﾞｲ ﾄｼﾋﾃﾞ 谷 和子 ﾀﾆ ｶｽﾞｺ 神奈川県 ● ●
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西村 昭宣 ﾆｼﾑﾗ ｱｷﾉﾌﾞ 西村 陽子 ﾆｼﾑﾗ ﾖｳｺ 神奈川県 ● ●

西脇 誠 ﾆｼﾜｷ ﾏｺﾄ 椎名 雅子 ｼｲﾅ ﾏｻｺ 東京都 ●

萩 聡 ﾊｷﾞ ｻﾄｼ 石山 マヤ ｲｼﾔﾏ ﾏﾔ 千葉県 ● ●

萩原 俊二 ﾊｷﾞﾜﾗ ｼｭﾝｼﾞ 萩原 陽子 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾖｳｺ 東京都 ● ●

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 ●

長谷川 洸平 ﾊｾｶﾞﾜ ｺｳﾍｲ 李 鴻恩 ﾘ ｺｳｵﾝ 埼玉県 ●

長谷川 定 ﾊｾｶﾞﾜ ｻﾀﾞﾑ 北條 留加 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾙｶ 東京都 ●

長谷川 政 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻｼ 長谷川 みち子 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾁｺ 千葉県 ● ●

浜崎 貢 ﾊﾏｻｷ ﾐﾂｸﾞ 海老原 正子 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾏｻｺ 埼玉県 ●

坂内 和久 ﾊﾞﾝﾅｲ ｶｽﾞﾋｻ 小川 美子 ｵｶﾞﾜ ﾖｼｺ 埼玉県 ●

平田 幸三 ﾋﾗﾀ ｺｳｿﾞｳ 西川 美智子 ﾆｼｶﾜ ﾐﾁｺ 神奈川県 ● ● ●

福岡 周一郎 ﾌｸｵｶ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 相場 節子 ｱｲﾊﾞ ｾﾂｺ 東京都 ● ●

福田 稔 ﾌｸﾀﾞ ﾐﾉﾙ 大橋 佳代 ｵｵﾊｼ ｶﾖ 千葉県 ● ●

福原 芳昭 ﾌｸﾊﾗ ﾖｼｱｷ 菊地 恵美子 ｷｸﾁ ｴﾐｺ 神奈川県 ●

福本 宗茂 ﾌｸﾓﾄ ﾑﾈｼｹﾞ 福本 幸代 ﾌｸﾓﾄ ｻﾁﾖ 神奈川県 ●

藤江 貞治 ﾌｼﾞｴ ﾃｲｼﾞ 藤江 加代子 ﾌｼﾞｴ ｶﾖｺ 神奈川県 ● ●

藤田 幹郎 ﾌｼﾞﾀ　ﾐｷｵ 藤田 久子 ﾌｼﾞﾀ ﾋｻｺ 神奈川県 ● ●

丸山 昭夫 ﾏﾙﾔﾏ ｱｷｵ 鈴木 芳枝 ｽｽﾞｷ ﾖｼｴ 東京都 ●

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 ●

明賀 伊織 ﾐｭｳｶﾞ　ｲｵﾘ 岡田 くるみ ｵｶﾀﾞ ｸﾙﾐ 茨城県 ● ●

安室 宏司 ﾔｽﾑﾛ ｺｳｼﾞ 安室 時 ﾔｽﾑﾛ ﾄｷ 愛媛県 ●

安室 昌明 ﾔｽﾑﾛ ﾏｻｱｷ 安室 智恵子 ﾔｽﾑﾛ ﾁｴｺ 愛媛県 ● ●

山内 祥太 ﾔﾏｳﾁ ｼｮｳﾀ 伊藤 さき ｲﾄｳ ｻｷ 東京都 ●

山口 光信 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾂﾉﾌﾞ 吉田 美子 ﾖｼﾀﾞ ﾖｼｺ 栃木県 ●

山崎 昇義 ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷﾖｼ 関口 孝子 ｾｷｸﾞﾁ ﾀｶｺ 埼玉県 ● ●

山崎 清 ﾔﾏｻﾞｷ ｷﾖｼ 山崎 美穂 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾎ 東京都 ●

行木 徹 ﾕｳｷ ﾄｵﾙ 行木 義子 ﾕｳｷ ﾖｼｺ 千葉県 ● ●

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 ●

米澤 文彦 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾌﾐﾋｺ 山本 久美 ﾔﾏﾓﾄ ｸﾐ 東京都 ● ●

亘 雄一 ﾜﾀﾘ ﾕｳｲﾁ 亘 絹代 ﾜﾀﾘ ｷﾇﾖ 東京都 ●
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