
ラテン

リーダー氏名 リーダーフリガナ パートナー氏名 パートナーフリガナ 都道府県 選手権 シニア60 選手権

阿部 紀也 ｱﾍﾞ ﾄｼﾔ 阿部 典子 ｱﾍﾞ ﾉﾘｺ 宮城県 ● 3F

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 ● 3F

飯田 大和 ｲｲﾀﾞ ﾔﾏﾄ 佐藤 美樹 ｻﾄｳ ﾐｷ 埼玉県 ● 3F

石川 和也 ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾔ 牧野 七星 ﾏｷﾉ ﾅﾅｾ 埼玉県 ● 3F

石山 誠 ｲｼﾔﾏ ﾏｺﾄ 石山 直子 ｲｼﾔﾏ ﾅｵｺ 千葉県 ● 3F

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 ● 3F

稲葉 敏明 ｲﾅﾊﾞ　ﾄｼｱｷ 君島 ゆりか ｷﾐｼﾏ ﾕﾘｶ 栃木県 ● 3F

岩崎 勇一 ｲﾜｻｷ ﾕｳｲﾁ 中山 富子 ﾅｶﾔﾏ ﾄﾐｺ 栃木県 ● 3F

遠藤 顕広 ｴﾝﾄﾞｳ ｱｷﾋﾛ 高橋 奈津美 ﾀｶﾊｼ ﾅﾂﾐ 埼玉県 ● 3F

木村 孝太 ｷﾑﾗ ｺｳﾀ 木村 千花 ｷﾑﾗ ﾁｶ 東京都 ● 3F

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 ● ● 3F

倉田 尭敏 ｸﾗﾀ ｱｷﾄｼ 山本 菜歩子 ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾎｺ 兵庫県 ● 3F

小山 豊 ｺﾔﾏ ﾕﾀｶ 小山 啓子 ｺﾔﾏ ｹｲｺ 東京都 ● 3F

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 ● 3F

佐藤 功 ｻﾄｳ ｲｻｵ 佐藤 明美 ｻﾄｳ ｱｹﾐ 宮城県 ● ● 3F

下川 晃平 ｼﾓｶﾜ ｺｳﾍｲ 宍戸 奈央 ｼｼﾄﾞ ﾅｵ 東京都 ● 3F

鈴木 達矢 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ 田代 裕子 ﾀｼﾛ ﾋﾛｺ 東京都 ● 3F

孫 祖博 ｿﾝ ｿﾊｸ 西村 早織 ﾆｼﾑﾗ ｻｵﾘ 東京都 ● 3F

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 ● 2F

棚田 敏夫 ﾀﾅﾀﾞ ﾄｼｵ 岡村 喜代美 ｵｶﾑﾗ ｷﾖﾐ 埼玉県 ● 2F

永瀬 博之 ﾅｶﾞｾ ﾋﾛﾕｷ 河合 歩香 ｶﾜｲ ｱﾕｶ 東京都 ● 2F

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 ● 2F

中村 猛 ﾅｶﾑﾗ ﾀｹｼ 中村 典子 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾘｺ 茨城県 ● 2F

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 ● 2F

彦坂 優太 ﾋｺｻｶ ﾕｳﾀ 高橋 未来 ﾀｶﾊｼ ﾐﾗｲ 千葉県 ● 2F

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 ● 2F

藤井 俊幸 ﾌｼﾞｲ ﾄｼﾕｷ 谷本 恵理 ﾀﾆﾓﾄ ｴﾘ 群馬県 ● 2F

前田 康人 ﾏｴﾀ ﾞﾔｽﾋﾄ 前田 舞 ﾏｴﾀﾞ　ﾏｲ 埼玉県 ● 2F
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町田 篤人 ﾏﾁﾀﾞ ｱﾂﾄ 木島 璃世 ｷｼﾏ ﾘｾ 埼玉県 ● 2F

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 ● 2F

安室 宏司 ﾔｽﾑﾛ ｺｳｼﾞ 安室 智惠子 ﾔｽﾑﾛ ﾁｴｺ 愛媛県 ● 2F

安室 昌明 ﾔｽﾑﾛ ﾏｻｱｷ ルーシイ ハートフィリア ﾙｰｼｲ ﾊｰﾄﾌｨﾘｱ 愛媛県 ● 2F

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 ● 2F
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