
日本インターナショナルアマプロダンス選手権大会２０２２［エントリー確認表・新］

種目 組数 背番号

1 6 漆間　裕代 うるま　ひろよ 女性 中野　鉄雄 なかの　てつお 男性

2 12 児島　千珠代 こじま　ちずよ 女性 角掛　英典 つのかけ　ひでのり 男性

Waltz 3 25 武藤　利枝子 むとう　りえこ 女性 福岡　三夫 ふくおか　みつお 男性

4 27 安井　真弓 やすい　まゆみ 女性 白幡　博之 しらはた　ひろゆき 男性

5 33 伊藤　有子 いとう　ゆうこ 女性 臼井　一史 うすい　かずふみ 男性

6 52 外山　知代 とやま　ちよ 女性 小俣　宏晃 おまた　ひろあき 男性

7 55 笠原　道子 かさはら　みちこ 女性 森下法延 もりしたのりのぶ 男性

8 61 岸　美佐子 きし　みさこ 女性 香椎　健人 かしい　けんと 男性

9 67 久保　みどり くぼ　みどり 女性 末富　崇仁 すえとみ　たかひと 男性

10 72 源田　百合 げんだ　ゆり 女性 本多　龍士 ほんだ　りゅうじ 男性

11 96 山口　雅子 やまぐち　まさこ 女性 廣實　はかる ひろざね　はかる 男性

12 108 時水　良子 ときみず　よしこ 女性 田中　徹 たなか　とおる 男性

13 110 秋山　文恵 あきやま　ふみえ 女性 常谷　茂樹 つねや　しげき 男性

14 126 常盤　朋子 ときわ　ともこ 女性 平川　賢志 ひらかわ　けんし 男性

15 128 須貝　茂子 すがい　しげこ 女性 二川　知之 ふたがわ　ともゆき 男性

16 133 杉山　早苗 すぎやま　さなえ 女性 三輪　嘉広 みわ　よしひろ 男性

17 169 谷貝　美也子 やがい　みやこ 女性 中沢　康行 なかざわ　やすゆき 男性

18 172 中井　由香 なかい　ゆか 女性 宮田　敬三 みやた　けいぞう 男性

19 173 中原　波 なかはら　なみ 女性 醍醐　秀忠 だいご　ひでのり 男性

20 176 中山　優子 なかやま　ゆうこ 女性 結城　智史 ゆうき　さとし 男性

21 188 田中　栄 たなか　さかえ 女性 山本　大輔 やまもと　だいすけ 男性

22 191 田部井　美智子 たべい　みちこ 女性 外川　統 とがわ　おさむ 男性

23 207 板垣　明美 いたがき　あけみ 女性 Timothy Wendland てぃもしーうぇんどらんど 男性

24 208 飛沢　圭子 とびさわ　けいこ 女性 西尾　浩一 にしお　こういち 男性

25 215 平野　美樹 ひらの　みき 女性 岩城　聖 いわき　せい 男性

26 216 米井　みつ江 よねい　みつえ 女性 荻原　茂樹 おぎはら　しげき 男性

27 238 蓮沼　佐知子 はすぬま　さちこ 女性 閏井　伸也 うるい　しんや 男性

1 7 海老原　浩 えびはら　ひろし 男性 中野　利恵 なかの　としえ 女性

2 23 宮坂　和子 みやさか　かずこ 女性 角掛　英典 つのかけ　ひでのり 男性

Tango 3 35 宇田川　道代 うだがわ　みちよ 女性 橋本　悠 はしもと　ゆう 男性

4 42 岡本　雪絵 おかもと　ゆきえ 女性 家泉　尚樹 いえずみ　なおき 男性

5 43 岡本　智子 おかもと　ともこ 女性 新鞍　貴浩 にいくら　たかひろ 男性

6 47 加藤　千晴 かとう　ちはる 女性 本多　龍士 ほんだ　りょうじ 男性

7 52 外山　知代 とやま　ちよ 女性 小俣　宏晃 おまた　ひろあき 男性

8 57 鎌田　久代 かまた　ひさよ 女性 上ノ町　修 うえのまち　おさむ 男性

9 60 岸　ゆきこ きし　ゆきこ 女性 白石　智樹 しらいし　ともき 男性

10 71 原　秀子 はら　ひでこ 女性 本池　淳 もといけ　じゅん 男性

11 77 高林　明美 たかばやし　あけみ 女性 臼井　一史 うすい　かずふみ 男性

12 85 佐々木　靜子 ささき　しずこ 女性 遠田　進 おんだ　すすむ 男性

13 112 小瀬　充子 こせ　あつこ 女性 土屋　太祐 つちや　だいすけ 男性

14 119 小林　黎 こばやし　れい 女性 原田　浩史 はらだ　ひろふみ 男性

15 122 松原　智恵子 まつばら　ちえこ 女性 阿野　翔太 あの　しょうた 男性

16 123 松尾　須易子 まつお　すいこ 女性 黒澤　秀成 くろさわ　ひであき 男性

17 125 章　麗霞 しょう　れいか 女性 水口　直哉 みずくち　なおや 男性

18 126 常盤　朋子 ときわ　ともこ 女性 平川　賢志 ひらかわ　けんし 男性

19 130 水戸部　絵理 みとべ　えり 女性 鈴木　啓 すずき　あきら 男性

20 133 杉山　早苗 すぎやま　さなえ 女性 三輪　嘉広 みわ　よしひろ 男性

21 180 中谷内　美栄子 なかやち　みえこ 女性 岩城　聖 いわき　せい 男性

22 207 板垣　明美 いたがき　あけみ 女性 Timothy Wendlandてぃもしー　うぇんどらんど男性

23 208 飛沢　圭子 とびさわ　けいこ 女性 西尾　浩一 にしお　こういち 男性

24 232 林　淑慈 はやし　しゅくじ 女性 長谷川　太一 はせがわ　たいち 男性

25 244 髙野　卓美 こうの　たくみ 女性 醍醐　秀忠 だいご　ひでのり 男性

アマ選手

グループ　1

グループ　1　

プロ選手

1 / 17



日本インターナショナルアマプロダンス選手権大会２０２２［エントリー確認表・新］

種目 組数 背番号 アマ選手 プロ選手

1 4 井口　陽子 いぐち　ようこ 女性 中野　鉄雄 なかの　てつお 男性

2 12 児島　千珠代 こじま　ちずよ 女性 角掛　英典 つのかけ　ひでのり 男性

Slow Foxtrot 3 25 武藤　利枝子 むとう　りえこ 女性 福岡　三夫 ふくおか　みつお 男性

4 37 瓜生 　恵子 うりゅう　けいこ 女性 菅井　学 すがい　まなぶ 男性

5 39 横山　恵子 よこやま　けいこ 女性 歩浜　敏夫 かちはま　としお 男性

6 45 加藤　紅子 かとう　べにこ 女性 渡邉　暁 わたなべ　あきら 男性

7 55 笠原　道子 かさはら　みちこ 女性 森下法延 もりしたのりのぶ 男性

8 58 丸目　さゆり まるめ　さゆり 女性 池田　英由樹 いけだ　ひでゆき 男性

9 64 亀谷　典子 かめたに　のりこ 女性 三輪　嘉広 みわ　よしひろ 男性

10 67 久保　みどり くぼ　みどり 女性 末富　崇仁 すえとみ　たかひと 男性

11 72 源田　百合 げんだ　ゆり 女性 本多　龍士 ほんだ　りゅうじ 男性

12 78 黒田　美和子 くろだ　みわこ 女性 黒澤　秀成 くろさわ　ひであき 男性

13 85 佐々木　靜子 ささき　しずこ 女性 遠田　進 おんだ　すすむ 男性

14 88 細沼　博孝 ほそぬま　ひろたか 男性 江澤　美鈴 えざわ　みすず 女性

15 93 三沢　幸子 みさわ　さきこ 女性 石橋　圭子 いしばし　けいこ 女性

16 110 秋山　文恵 あきやま　ふみえ 女性 常谷　茂樹 つねや　しげき 男性

17 115 小野　美和子 おの　みわこ 女性 小宮山　良明 こみやま　よしあき 男性

18 127 植木　絵美子 うえき　えみこ 女性 山本　大輔 やまもと　だいすけ 男性

19 136 西村　朋桃 にしむら　ともこ 女性 畑中　敦行 はたなか　あつゆき 男性

20 141 石川　房江 いしかわ　ふさえ 女性 蒲生　将史 がもう　まさし 男性

21 176 中山　優子 なかやま　ゆうこ 女性 結城　智史 ゆうき　さとし 男性

22 177 中瀬　薫 なかせ　かおる 女性 臼井一史 うすい　かずふみ 男性

23 184 津久井　真理子 つくい　まりこ 女性 下平　文孝 しもだいら　ふみたか 男性

24 207 板垣　明美 いたがき　あけみ 女性 Timothy Wendland てぃもしー　うぇんどらんど 男性

25 209 桧山　千恵美 ひやま　ちえみ 女性 宮崎　真人 みやざき　まさと 男性

26 215 平野　美樹 ひらの　みき 女性 岩城　聖 いわき　せい 男性

27 218 壁屋　真夕 かべや　まゆ 女性 鈴木　啓 すずき　あきら 男性

28 221 堀江　俊子 ほりえ　としこ 女性 二川　知之 ふたがわ　ともゆき 男性

1 6 漆間　裕代 うるま　ひろよ 女性 中野　鉄雄 なかの　てつお 男性

2 20 前川　康子 まえかわ　やすこ 女性 角掛　英典 つのかけ　ひでのり 男性

Quick Step 3 42 岡本　雪絵 おかもと　ゆきえ 女性 家泉　尚樹 いえずみ　なおき 男性

4 43 岡本　智子 おかもと　ともこ 女性 新鞍　貴浩 にいくら　たかひろ 男性

5 58 丸目　さゆり まるめ　さゆり 女性 池田　英由樹 いけだ　ひでゆき 男性

6 65 吉田　洋子 よしだ　ようこ 女性 尚和　由里子 しょうわ　ゆりこ 女性

7 90 笹尾　怜子 ささお　れいこ 女性 矢口　学 やぐち　まなぶ 男性

8 96 山口　雅子 やまぐち　まさこ 女性 廣實　はかる ひろざね　はかる 男性

9 108 時水　良子 ときみず　よしこ 女性 田中　徹 たなか　とおる 男性

10 119 小林　黎 こばやし　れい 女性 原田　浩史 はらだ　ひろふみ 男性

11 125 章　麗霞 しょう　れいか 女性 水口　直哉 みずくち　なおや 男性

12 161 大泉　洋子 おおいずみ　ようこ 女性 本池　淳 もといけ　じゅん 男性

13 183 長谷川　恵 はせがわ　めぐみ 女性 山口　慎介 やまぐち　しんすけ 男性

14 185 津田　恵津子 つだ　えつこ 女性 猿田　雄二 さるた　ゆうじ 男性

15 200 二宮　博恵 にのみや　ひろえ 女性 尾崎　直樹 おざき　なおき 男性

16 207 板垣　明美 いたがき　あけみ 女性 Timothy Wendlandてぃもしー　うぇんどらんど男性

17 208 飛沢　圭子 とびさわ　けいこ 女性 西尾　浩一 にしお　こういち 男性

18 209 桧山　千恵美 ひやま　ちえみ 女性 宮崎　真人 みやざき　まさと 男性

19 227 野中　春江 のなか　はるえ 女性 本多　龍士 ほんだ　りょうじ 男性

 グループ　1　

   グループ　1　
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日本インターナショナルアマプロダンス選手権大会２０２２［エントリー確認表・新］

種目 組数 背番号 アマ選手 プロ選手

1 9 岡田　眞知子 おかだ　まちこ 女性 角掛　英典 つのかけ　ひでのり 男性

2 43 岡本　智子 おかもと　ともこ 女性 新鞍　貴浩 にいくら　たかひろ 男性

Viennese Waltz 3 58 丸目　さゆり まるめ　さゆり 女性 池田　英由樹 いけだ　ひでゆき 男性

4 60 岸　ゆきこ きし　ゆきこ 女性 白石　智樹 しらいし　ともき 男性

5 72 源田　百合 げんだ　ゆり 女性 本多　龍士 ほんだ　りゅうじ 男性

6 90 笹尾　怜子 ささお　れいこ 女性 矢口　学 やぐち　まなぶ 男性

7 98 山中　こずえ やまなか　こずえ 女性 鬼束　剛 おにつか　つよし 男性

8 103 山本　あき やまもと　あき 女性 閏井　伸也 うるい　しんや 男性

9 125 章　麗霞 しょう　れいか 女性 水口　直哉 みずくち　なおや 男性

10 140 石川　貞 いしかわ　てい 女性 峰　秀市郎 みね　しゅういちろう 男性

11 161 大泉　洋子 おおいずみ　ようこ 女性 本池　淳 もといけ　じゅん 男性

12 183 長谷川　恵 はせがわ　めぐみ 女性 山口　慎介 やまぐち　しんすけ 男性

13 208 飛沢　圭子 とびさわ　けいこ 女性 西尾　浩一 にしお　こういち 男性

1 1 Feng Jie ふぇん　じえ 女性 庄司　浩太 しょうじ　こうた 男性

2 5 伊藤　佳代 いとう　かよ 女性 大塚　守 おおつか　まもる 男性

Waltz 3 7 海老原　浩 えびはら　ひろし 男性 中野　利恵 なかの　としえ 女性

4 23 宮坂　和子 みやさか　かずこ 女性 角掛　英典 つのかけ　ひでのり 男性

5 35 宇田川　道代 うだがわ　みちよ 女性 橋本　悠 はしもと　ゆう 男性

6 39 横山　恵子 よこやま　けいこ 女性 歩浜　敏夫 かちはま　としお 男性

7 43 岡本　智子 おかもと　ともこ 女性 新鞍　貴浩 にいくら　たかひろ 男性

8 45 加藤　紅子 かとう　べにこ 女性 渡邉　暁 わたなべ　あきら 男性

9 48 加藤　玲子 かとう　れいこ 女性 本池　淳 もといけ　じゅん 男性

10 77 高林　明美 たかばやし　あけみ 女性 臼井　一史 うすい　かずふみ 男性

11 78 黒田　美和子 くろだ　みわこ 女性 黒澤　秀成 くろさわ　ひであき 男性

12 90 笹尾　怜子 ささお　れいこ 女性 矢口　学 やぐち　まなぶ 男性

13 93 三沢　幸子 みさわ　さきこ 女性 石橋　圭子 いしばし　けいこ 女性

14 98 山中　こずえ やまなか　こずえ 女性 鬼束　剛 おにつか　つよし 男性

15 122 松原　智恵子 まつばら　ちえこ 女性 阿野　翔太 あの　しょうた 男性

16 125 章　麗霞 しょう　れいか 女性 水口　直哉 みずくち　なおや 男性

17 136 西村　朋桃 にしむら　ともこ 女性 畑中　敦行 はたなか　あつゆき 男性

18 138 石橋　勝重 いしばし　かつしげ 男性 松浦　のぞみ まつうら　のぞみ 女性

19 148 倉橋　光江 くらはし　みつえ 女性 見元　克至 みもと　かつのり 男性

20 157 大久保　仁恵 おおくぼ　ひとえ 女性 蒲生　将史 がもう　まさし 男性

21 183 長谷川　恵 はせがわ　めぐみ 女性 山口　慎介 やまぐち　しんすけ 男性

22 184 津久井　真理子 つくい　まりこ 女性 下平　文孝 しもだいら　ふみたか 男性

23 185 津田　恵津子 つだ　えつこ 女性 猿田　雄二 さるた　ゆうじ 男性

24 217 米澤　麗衣 よねざわ　れい 女性 山本　大輔 やまもと　だいすけ 男性

25 221 堀江　俊子 ほりえ　としこ 女性 二川　知之 ふたがわ　ともゆき 男性

26 232 林　淑慈 はやし　しゅくじ 女性 長谷川　太一 はせがわ　たいち 男性

グループ　1　

グループ　2　
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日本インターナショナルアマプロダンス選手権大会２０２２［エントリー確認表・新］

種目 組数 背番号 アマ選手 プロ選手

グループ　2　 1 1 Feng Jie ふぇん　じえ 女性 庄司　浩太 しょうじ　こうた 男性

Tango 2 13 坂野　真理 さかの　まり 女性 大塚　守 おおつか　まもる 男性

3 14 鈴木　さだ子 すずき　さだこ 女性 福岡　三夫 ふくおか　みつお 男性

4 27 安井　真弓 やすい　まゆみ 女性 白幡　博之 しらはた　ひろゆき 男性

5 54 笠原　直子 かさはら　なおこ 女性 菅井　学 すがい　まなぶ 男性

6 58 丸目　さゆり まるめ　さゆり 女性 池田　英由樹 いけだ　ひでゆき 男性

7 61 岸　美佐子 きし　みさこ 女性 香椎　健人 かしい　けんと 男性

8 72 源田　百合 げんだ　ゆり 女性 本多　龍士 ほんだ　りゅうじ 男性

9 108 時水　良子 ときみず　よしこ 女性 田中　徹 たなか　とおる 男性

10 111 小杉　薫 こすぎ　かおる 女性 外川　統 とがわ　おさむ 男性

11 128 須貝　茂子 すがい　しげこ 女性 二川　知之 ふたがわ　ともゆき 男性

12 139 石原　裕美 いしはら　ひろみ 女性 上ノ町　修 うえのまち　おさむ 男性

13 147 前波　鼓 まえば　つづみ 女性 鈴木　啓 すずき　あきら 男性

14 154 村上　知子 むらかみ　ともこ 女性 遠田　進 おんだ　すすむ 男性

15 163 大谷　和子 おおたに　かずこ 女性 阿野　翔太 あの　しょうた 男性

16 170 池澤　順子 いけざわ　よりこ 女性 本池　淳 もといけ　じゅん 男性

17 176 中山　優子 なかやま　ゆうこ 女性 結城　智史 ゆうき　さとし 男性

18 181 中野　節子 なかの　せつこ 女性 浅井　陽平 あさい　ようへい 男性

19 183 長谷川　恵 はせがわ　めぐみ 女性 山口　慎介 やまぐち　しんすけ 男性

20 189 田中　菜津子 たなか　なつこ 女性 坂本　英範 さかもと　ひでのり 男性

21 199 内田　裕子 うちだ　ひろこ 女性 森下　法延 もりした　のりのぶ 男性

22 203 梅澤　みどり うめざわ　みどり 女性 臼井　一史 うすい　かずふみ 男性

23 215 平野　美樹 ひらの　みき 女性 岩城　聖 いわき　せい 男性

24 236 鈴木　康子 すずき　やすこ 女性 平川　賢志 ひらかわ　けんし 男性

25 246 町田　智佳子 まちだ　ちかこ 女性 谷堂　誠治 たにどう　せいじ 男性

1 5 伊藤　佳代 いとう　かよ 女性 大塚　守 おおつか　まもる 男性

2 6 漆間　裕代 うるま　ひろよ 女性 中野　鉄雄 なかの　てつお 男性

Slow Foxtrot 3 20 前川　康子 まえかわ　やすこ 女性 角掛　英典 つのかけ　ひでのり 男性

4 26 阿部　ちか子 あべ　ちかこ 女性 瀬古　薫希 せこ　まさき 男性

5 38 奥野　紀代 おくの　きよ 女性 森原　佑季 もりはら　ゆうき 男性

6 42 岡本　雪絵 おかもと　ゆきえ 女性 家泉　尚樹 いえずみ　なおき 男性

7 43 岡本　智子 おかもと　ともこ 女性 新鞍　貴浩 にいくら　たかひろ 男性

8 48 加藤　玲子 かとう　れいこ 女性 本池　淳 もといけ　じゅん 男性

9 52 外山　知代 とやま　ちよ 女性 小俣　宏晃 おまた　ひろあき 男性

10 61 岸　美佐子 きし　みさこ 女性 香椎　健人 かしい　けんと 男性

11 90 笹尾　怜子 ささお　れいこ 女性 矢口　学 やぐち　まなぶ 男性

12 96 山口　雅子 やまぐち　まさこ 女性 廣實　はかる ひろざね　はかる 男性

13 97 山口　久枝 やまぐち　ひさえ 女性 今導　雅彦 こんどう　まさひこ 男性

14 100 山田　桂子 やまだ　けいこ 女性 渡邉　朋典 わたなべ　とものり 男性

15 103 山本　あき やまもと　あき 女性 閏井　伸也 うるい　しんや 男性

16 104 山本　和美 やまもと　かずみ 女性 宮田　敬三 みやた　けいぞう 男性

17 122 松原　智恵子 まつばら　ちえこ 女性 阿野　翔太 あの　しょうた 男性

18 133 杉山　早苗 すぎやま　さなえ 女性 三輪　嘉広 みわ　よしひろ 男性

19 138 石橋　勝重 いしばし　かつしげ 男性 松浦　のぞみ まつうら　のぞみ 女性

20 140 石川　貞 いしかわ　てい 女性 峰　秀市郎 みね　しゅういちろう 男性

21 148 倉橋　光江 くらはし　みつえ 女性 見元　克至 みもと　かつのり 男性

22 152 増田　伸江 ますだ　のぶえ 女性 早川　知里 はやかわ　ちさと 女性

23 154 村上　知子 むらかみ　ともこ 女性 遠田　進 おんだ　すすむ 男性

24 157 大久保　仁恵 おおくぼ　ひとえ 女性 蒲生　将史 がもう　まさし 男性

25 164 大塚　みわ おおつか　みわ 女性 中沢　康行 なかざわ　やすゆき 男性

26 188 田中　栄 たなか　さかえ 女性 山本　大輔 やまもと　だいすけ 男性

27 200 二宮　博恵 にのみや　ひろえ 女性 尾崎　直樹 おざき　なおき 男性

28 242 廣田　洋子 ひろた　ようこ 女性 二川　知之 ふたがわ　ともゆき 男性

グループ　2　

4 / 17



日本インターナショナルアマプロダンス選手権大会２０２２［エントリー確認表・新］

種目 組数 背番号 アマ選手 プロ選手

1 1 Feng Jie ふぇん　じえ 女性 庄司　浩太 しょうじ　こうた 男性

2 15 鈴木　美緒 すずき　みお 女性 大塚　守 おおつか　まもる 男性

Quick Step 3 23 宮坂　和子 みやさか　かずこ 女性 角掛　英典 つのかけ　ひでのり 男性

4 26 阿部　ちか子 あべ　ちかこ 女性 瀬古　薫希 せこ　まさき 男性

5 32 安齋　佳恵 あんざい　よしみ 女性 栁田　一気 やなぎだ　いっき 男性

6 35 宇田川　道代 うだがわ　みちよ 女性 橋本　悠 はしもと　ゆう 男性

7 60 岸　ゆきこ きし　ゆきこ 女性 白石　智樹 しらいし　ともき 男性

8 72 源田　百合 げんだ　ゆり 女性 本多　龍士 ほんだ　りゅうじ 男性

9 127 植木　絵美子 うえき　えみこ 女性 山本　大輔 やまもと　だいすけ 男性

10 130 水戸部　絵理 みとべ　えり 女性 鈴木　啓 すずき　あきら 男性

11 155 村上　隆志 むらかみ　たかし 男性 富士　慶子 ふじ　けいこ 女性

12 170 池澤　順子 いけざわ　よりこ 女性 本池　淳 もといけ　じゅん 男性

13 173 中原　波 なかはら　なみ 女性 醍醐　秀忠 だいご　ひでのり 男性

14 184 津久井　真理子 つくい　まりこ 女性 下平　文孝 しもだいら　ふみたか 男性

15 189 田中　菜津子 たなか　なつこ 女性 坂本　英範 さかもと　ひでのり 男性

16 199 内田　裕子 うちだ　ひろこ 女性 森下　法延 もりした　のりのぶ 男性

17 203 梅澤　みどり うめざわ　みどり 女性 臼井　一史 うすい　かずふみ 男性

18 215 平野　美樹 ひらの　みき 女性 岩城　聖 いわき　せい 男性

19 232 林　淑慈 はやし　しゅくじ 女性 長谷川　太一 はせがわ　たいち 男性

1 23 宮坂　和子 みやさか　かずこ 女性 角掛　英典 つのかけ　ひでのり 男性

2 50 河内　碧 かわち　あお 女性 大西　リナ おおにし　りな 女性

Viennese Waltz 3 54 笠原　直子 かさはら　なおこ 女性 菅井　学 すがい　まなぶ 男性

4 65 吉田　洋子 よしだ　ようこ 女性 尚和　由里子 しょうわ　ゆりこ 女性

5 130 水戸部　絵理 みとべ　えり 女性 鈴木　啓 すずき　あきら 男性

6 137 斉藤　嘉江 さいとう　よしえ 女性 本多　龍士 ほんだ　りょうじ 男性

7 170 池澤　順子 いけざわ　よりこ 女性 本池　淳 もといけ　じゅん 男性

8 184 津久井　真理子 つくい　まりこ 女性 下平　文孝 しもだいら　ふみたか 男性

9 195 渡辺　早苗 わたなべ　さなえ 女性 峰　秀市郎 みね　しゅういちろう 男性

10 199 内田　裕子 うちだ　ひろこ 女性 森下　法延 もりした　のりのぶ 男性

11 200 二宮　博恵 にのみや　ひろえ 女性 尾崎　直樹 おざき　なおき 男性

12 209 桧山　千恵美 ひやま　ちえみ 女性 宮崎　真人 みやざき　まさと 男性

13 232 林　淑慈 はやし　しゅくじ 女性 長谷川　太一 はせがわ　たいち 男性
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日本インターナショナルアマプロダンス選手権大会２０２２［エントリー確認表・新］

種目 組数 背番号 アマ選手 プロ選手

1 14 鈴木　さだ子 すずき　さだこ 女性 福岡　三夫 ふくおか　みつお 男性

2 15 鈴木　美緒 すずき　みお 女性 大塚　守 おおつか　まもる 男性

Waltz 3 30 安島　豊子 あじま　とよこ 女性 庄司　浩太 しょうじ　こうた 男性

4 37 瓜生 　恵子 うりゅう　けいこ 女性 菅井　学 すがい　まなぶ 男性

5 42 岡本　雪絵 おかもと　ゆきえ 女性 家泉　尚樹 いえずみ　なおき 男性

6 47 加藤　千晴 かとう　ちはる 女性 本多　龍士 ほんだ　りょうじ 男性

7 51 海老原　和子 えびはら　かずこ 女性 橋本　悠 はしもと　ゆう 男性

8 57 鎌田　久代 かまた　ひさよ 女性 上ノ町　修 うえのまち　おさむ 男性

9 58 丸目　さゆり まるめ　さゆり 女性 池田　英由樹 いけだ　ひでゆき 男性

10 62 岩崎　すみれ いわさき　すみれ 女性 鈴木　啓 すずき　あきら 男性

11 71 原　秀子 はら　ひでこ 女性 本池　淳 もといけ　じゅん 男性

12 85 佐々木　靜子 ささき　しずこ 女性 遠田　進 おんだ　すすむ 男性

13 87 斎藤　由恵 さいとう　よしえ 女性 田原　真彦 たはら　まさひこ 男性

14 100 山田　桂子 やまだ　けいこ 女性 渡邉　朋典 わたなべ　とものり 男性

15 131 水谷　進 みずたに　すすむ 男性 山本　桂子 やまもと　けいこ 女性

16 149 倉田　美智子 くらた　みちこ 女性 若狭　徹 わかさと　おる 男性

17 162 大村　福子 おおむら　ふくこ 女性 蒲生　将史 がもう　まさし 男性

18 163 大谷　和子 おおたに　かずこ 女性 阿野　翔太 あの　しょうた 男性

19 181 中野　節子 なかの　せつこ 女性 浅井　陽平 あさい　ようへい 男性

20 187 田崎　恵子 たさき　けいこ 女性 新鞍　貴浩 にいくら　たかひろ 男性

21 189 田中　菜津子 たなか　なつこ 女性 坂本　英範 さかもと　ひでのり 男性

22 200 二宮　博恵 にのみや　ひろえ 女性 尾崎　直樹 おざき　なおき 男性

23 203 梅澤　みどり うめざわ　みどり 女性 臼井　一史 うすい　かずふみ 男性

24 209 桧山　千恵美 ひやま　ちえみ 女性 宮崎　真人 みやざき　まさと 男性

25 233 林　順子 はやし　じゅんこ 女性 見元　克至 みもと　かつのり 男性

26 242 廣田　洋子 ひろた　ようこ 女性 二川　知之 ふたがわ　ともゆき 男性

27 246 町田　智佳子 まちだ　ちかこ 女性 谷堂　誠治 たにどう　せいじ 男性

1 4 井口　陽子 いぐち　ようこ 女性 中野　鉄雄 なかの　てつお 男性

2 9 岡田　眞知子 おかだ　まちこ 女性 角掛　英典 つのかけ　ひでのり 男性

Tango 3 19 平田　章江 ひらた　あきえ 女性 福岡　三夫 ふくおか　みつお 男性

4 26 阿部　ちか子 あべ　ちかこ 女性 瀬古　薫希 せこ　まさき 男性

5 30 安島　豊子 あじま　とよこ 女性 庄司　浩太 しょうじ　こうた 男性

6 39 横山　恵子 よこやま　けいこ 女性 歩浜　敏夫 かちはま　としお 男性

7 45 加藤　紅子 かとう　べにこ 女性 渡邉　暁 わたなべ　あきら 男性

8 55 笠原　道子 かさはら　みちこ 女性 森下法延 もりしたのりのぶ 男性

9 67 久保　みどり くぼ　みどり 女性 末富　崇仁 すえとみ　たかひと 男性

10 76 高山　麻里子 たかやま　まりこ 女性 中沢　康行 なかざわ　やすゆき 男性

11 96 山口　雅子 やまぐち　まさこ 女性 廣實　はかる ひろざね　はかる 男性

12 98 山中　こずえ やまなか　こずえ 女性 鬼束　剛 おにつか　つよし 男性

13 112 小瀬　充子 こせ　あつこ 女性 谷堂　誠治 たにどう　せいじ 男性

14 120 庄司　幸子 しょうじ　さちこ 女性 高橋　宏明 たかはし　ひろあき 男性

15 136 西村　朋桃 にしむら　ともこ 女性 畑中　敦行 はたなか　あつゆき 男性

16 137 斉藤　嘉江 さいとう　よしえ 女性 本多　龍士 ほんだ　りょうじ 男性

17 141 石川　房江 いしかわ　ふさえ 女性 蒲生　将史 がもう　まさし 男性

18 148 倉橋　光江 くらはし　みつえ 女性 見元　克至 みもと　かつのり 男性

19 151 増田　恵里 ますだ　えり 女性 三坂　和彦 みさか　かずひこ 男性

20 152 増田　伸江 ますだ　のぶえ 女性 早川　知里 はやかわ　ちさと 女性

21 201 日吉　房子 ひよし　ふさこ 女性 阿野　翔太 あの　しょうた 男性

22 216 米井　みつ江 よねい　みつえ 女性 荻原　茂樹 おぎはら　しげき 男性

23 217 米澤　麗衣 よねざわ　れい 女性 山本　大輔 やまもと　だいすけ 男性

24 221 堀江　俊子 ほりえ　としこ 女性 二川　知之 ふたがわ　ともゆき 男性

25 226 野口　好子 のぐち　よしこ 女性 閏井　伸也 うるい　しんや 男性

26 235 鈴木　暁美 すずき　あけみ 女性 上ノ町　修 うえのまち　おさむ 男性
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日本インターナショナルアマプロダンス選手権大会２０２２［エントリー確認表・新］

種目 組数 背番号 アマ選手 プロ選手

1 1 Feng Jie ふぇん　じえ 女性 庄司　浩太 しょうじ　こうた 男性

2 13 坂野　真理 さかの　まり 女性 大塚　守 おおつか　まもる 男性

Slow Foxtrot 3 14 鈴木　さだ子 すずき　さだこ 女性 福岡　三夫 ふくおか　みつお 男性

4 23 宮坂　和子 みやさか　かずこ 女性 角掛　英典 つのかけ　ひでのり 男性

5 33 伊藤　有子 いとう　ゆうこ 女性 臼井　一史 うすい　かずふみ 男性

6 34 一安　光子 いちやす　みつこ 女性 若狭　徹 わかさ　とおる 男性

7 47 加藤　千晴 かとう　ちはる 女性 本多　龍士 ほんだ　りょうじ 男性

8 60 岸　ゆきこ きし　ゆきこ 女性 白石　智樹 しらいし　ともき 男性

9 62 岩崎　すみれ いわさき　すみれ 女性 鈴木　啓 すずき　あきら 男性

10 71 原　秀子 はら　ひでこ 女性 本池　淳 もといけ　じゅん 男性

11 95 山元　薫 やまもと　かおる 女性 岡本　浩輝 おかもと　ひろき 男性

12 111 小杉　薫 こすぎ　かおる 女性 外川　統 とがわ　おさむ 男性

13 112 小瀬　充子 こせ　あつこ 女性 土屋　太祐 つちや　だいすけ 男性

14 119 小林　黎 こばやし　れい 女性 原田　浩史 はらだ　ひろふみ 男性

15 125 章　麗霞 しょう　れいか 女性 水口　直哉 みずくち　なおや 男性

16 126 常盤　朋子 ときわ　ともこ 女性 平川　賢志 ひらかわ　けんし 男性

17 132 水野　えいみ みずの　えいみ 女性 宮田　敬三 みやた　けいぞう 男性

18 139 石原　裕美 いしはら　ひろみ 女性 上ノ町　修 うえのまち　おさむ 男性

19 145 川島　チヨ かわしま　ちよ 女性 香椎　健人 かしい　けんと 男性

20 173 中原　波 なかはら　なみ 女性 醍醐　秀忠 だいご　ひでのり 男性

21 180 中谷内　美栄子 なかやち　みえこ 女性 岩城　聖 いわき　せい 男性

22 183 長谷川　恵 はせがわ　めぐみ 女性 山口　慎介 やまぐち　しんすけ 男性

23 187 田崎　恵子 たさき　けいこ 女性 新鞍　貴浩 にいくら　たかひろ 男性

24 189 田中　菜津子 たなか　なつこ 女性 坂本　英範 さかもと　ひでのり 男性

25 232 林　淑慈 はやし　しゅくじ 女性 長谷川　太一 はせがわ　たいち 男性

26 238 蓮沼　佐知子 はすぬま　さちこ 女性 閏井　伸也 うるい　しんや 男性

27 241 廣田　千恵子 ひろた　ちえこ 女性 成田　知哉 なりた　ともや 男性

1 4 井口　陽子 いぐち　ようこ 女性 中野　鉄雄 なかの　てつお 男性

2 12 児島　千珠代 こじま　ちずよ 女性 角掛　英典 つのかけ　ひでのり 男性

Quick Step 3 47 加藤　千晴 かとう　ちはる 女性 本多　龍士 ほんだ　りょうじ 男性

4 48 加藤　玲子 かとう　れいこ 女性 本池　淳 もといけ　じゅん 男性

5 55 笠原　道子 かさはら　みちこ 女性 森下法延 もりしたのりのぶ 男性

6 67 久保　みどり くぼ　みどり 女性 末富　崇仁 すえとみ　たかひと 男性

7 87 斎藤　由恵 さいとう　よしえ 女性 田原　真彦 たはら　まさひこ 男性

8 98 山中　こずえ やまなか　こずえ 女性 鬼束　剛 おにつか　つよし 男性

9 124 松本　典子 まつもと　のりこ 女性 若狭　徹 わかさ　とおる 男性

10 136 西村　朋桃 にしむら　ともこ 女性 畑中　敦行 はたなか　あつゆき 男性

11 138 石橋　勝重 いしばし　かつしげ 男性 松浦　のぞみ まつうら　のぞみ 女性

12 147 前波　鼓 まえば　つづみ 女性 鈴木　啓 すずき　あきら 男性

13 151 増田　恵里 ますだ　えり 女性 三坂　和彦 みさか　かずひこ 男性

14 176 中山　優子 なかやま　ゆうこ 女性 結城　智史 ゆうき　さとし 男性

15 226 野口　好子 のぐち　よしこ 女性 閏井　伸也 うるい　しんや 男性

16 228 野町　秋子 のまち　あきこ 女性 下平　文孝 しもだいら　ふみたか 男性

17 241 廣田　千恵子 ひろた　ちえこ 女性 成田　知哉 なりた　ともや 男性
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日本インターナショナルアマプロダンス選手権大会２０２２［エントリー確認表・新］

種目 組数 背番号 アマ選手 プロ選手

1 1 Feng Jie ふぇん　じえ 女性 庄司　浩太 しょうじ　こうた 男性

2 42 岡本　雪絵 おかもと　ゆきえ 女性 家泉　尚樹 いえずみ　なおき 男性

Viennese Waltz 3 47 加藤　千晴 かとう　ちはる 女性 本多　龍士 ほんだ　りょうじ 男性

4 48 加藤　玲子 かとう　れいこ 女性 本池　淳 もといけ　じゅん 男性

5 55 笠原　道子 かさはら　みちこ 女性 森下法延 もりしたのりのぶ 男性

6 67 久保　みどり くぼ　みどり 女性 末富　崇仁 すえとみ　たかひと 男性

7 108 時水　良子 ときみず　よしこ 女性 田中　徹 たなか　とおる 男性

8 126 常盤　朋子 ときわ　ともこ 女性 平川　賢志 ひらかわ　けんし 男性

9 173 中原　波 なかはら　なみ 女性 醍醐　秀忠 だいご　ひでのり 男性

10 176 中山　優子 なかやま　ゆうこ 女性 結城　智史 ゆうき　さとし 男性

11 203 梅澤　みどり うめざわ　みどり 女性 臼井　一史 うすい　かずふみ 男性

12 241 廣田　千恵子 ひろた　ちえこ 女性 成田　知哉 なりた　ともや 男性

1 4 井口　陽子 いぐち　ようこ 女性 中野　鉄雄 なかの　てつお 男性

2 9 岡田　眞知子 おかだ　まちこ 女性 角掛　英典 つのかけ　ひでのり 男性

Waltz 3 19 平田　章江 ひらた　あきえ 女性 福岡　三夫 ふくおか　みつお 男性

4 50 河内　碧 かわち　あお 女性 大西　リナ おおにし　りな 女性

5 54 笠原　直子 かさはら　なおこ 女性 本多　龍士 ほんだ　りょうじ 男性

6 60 岸　ゆきこ きし　ゆきこ 女性 白石　智樹 しらいし　ともき 男性

7 64 亀谷　典子 かめたに　のりこ 女性 三輪　嘉広 みわ　よしひろ 男性

8 86 佐藤　文子 さとう　ふみこ 女性 橋本　悠 はしもと　ゆう 男性

9 104 山本　和美 やまもと　かずみ 女性 宮田　敬三 みやた　けいぞう 男性

10 111 小杉　薫 こすぎ　かおる 女性 外川　統 とがわ　おさむ 男性

11 112 小瀬　充子 こせ　あつこ 女性 土屋　太祐 つちや　だいすけ 男性

12 115 小野　美和子 おの　みわこ 女性 小宮山　良明 こみやま　よしあき 男性

13 119 小林　黎 こばやし　れい 女性 原田　浩史 はらだ　ひろふみ 男性

14 127 植木　絵美子 うえき　えみこ 女性 山本　大輔 やまもと　だいすけ 男性

15 139 石原　裕美 いしはら　ひろみ 女性 上ノ町　修 うえのまち　おさむ 男性

16 154 村上　知子 むらかみ　ともこ 女性 遠田　進 おんだ　すすむ 男性

17 155 村上　隆志 むらかみ　たかし 男性 富士　慶子 ふじ　けいこ 女性

18 164 大塚　みわ おおつか　みわ 女性 中沢　康行 なかざわ　やすゆき 男性

19 170 池澤　順子 いけざわ　よりこ 女性 本池　淳 もといけ　じゅん 男性

20 180 中谷内　美栄子 なかやち　みえこ 女性 岩城　聖 いわき　せい 男性

21 182 張　霞 ちょう　かすみ 女性 庄司　浩太 しょうじ　こうた 男性

22 199 内田　裕子 うちだ　ひろこ 女性 森下　法延 もりした　のりのぶ 男性

23 201 日吉　房子 ひよし　ふさこ 女性 阿野　翔太 あの　しょうた 男性

24 213 平田　真由美 ひらた　まゆみ 女性 田原　真彦 たはら　まさひこ 男性

25 218 壁屋　真夕 かべや　まゆ 女性 鈴木　啓 すずき　あきら 男性

26 226 野口　好子 のぐち　よしこ 女性 閏井　伸也 うるい　しんや 男性

27 241 廣田　千恵子 ひろた　ちえこ 女性 成田　知哉 なりた　ともや 男性

グループ　3　

グループ　4　
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日本インターナショナルアマプロダンス選手権大会２０２２［エントリー確認表・新］

種目 組数 背番号 アマ選手 プロ選手

1 6 漆間　裕代 うるま　ひろよ 女性 中野　鉄雄 なかの　てつお 男性

2 12 児島　千珠代 こじま　ちずよ 女性 角掛　英典 つのかけ　ひでのり 男性

Tango 3 21 三澤　明美 みさわ　あけみ 女性 福岡　三夫 ふくおか　みつお 男性

4 32 安齋　佳恵 あんざい　よしみ 女性 栁田　一気 やなぎだ　いっき 男性

5 33 伊藤　有子 いとう　ゆうこ 女性 臼井　一史 うすい　かずふみ 男性

6 34 一安　光子 いちやす　みつこ 女性 若狭　徹 わかさ　とおる 男性

7 38 奥野　紀代 おくの　きよ 女性 森原　佑季 もりはら　ゆうき 男性

8 48 加藤　玲子 かとう　れいこ 女性 本池　淳 もといけ　じゅん 男性

9 64 亀谷　典子 かめたに　のりこ 女性 三輪　嘉広 みわ　よしひろ 男性

10 78 黒田　美和子 くろだ　みわこ 女性 黒澤　秀成 くろさわ　ひであき 男性

11 90 笹尾　怜子 ささお　れいこ 女性 矢口　学 やぐち　まなぶ 男性

12 100 山田　桂子 やまだ　けいこ 女性 渡邉　朋典 わたなべ　とものり 男性

13 107 持田　百合子 もちだ　ゆりこ 女性 峰　秀市郎 みね　しゅういちろう 男性

14 110 秋山　文恵 あきやま　ふみえ 女性 常谷　茂樹 つねや　しげき 男性

15 138 石橋　勝重 いしばし　かつしげ 男性 松浦　のぞみ まつうら　のぞみ 女性

16 162 大村　福子 おおむら　ふくこ 女性 蒲生　将史 がもう　まさし 男性

17 169 谷貝　美也子 やがい　みやこ 女性 中沢　康行 なかざわ　やすゆき 男性

18 173 中原　波 なかはら　なみ 女性 醍醐　秀忠 だいご　ひでのり 男性

19 184 津久井　真理子 つくい　まりこ 女性 下平　文孝 しもだいら　ふみたか 男性

20 185 津田　恵津子 つだ　えつこ 女性 猿田　雄二 さるた　ゆうじ 男性

21 200 二宮　博恵 にのみや　ひろえ 女性 尾崎　直樹 おざき　なおき 男性

22 209 桧山　千恵美 ひやま　ちえみ 女性 宮崎　真人 みやざき　まさと 男性

23 233 林　順子 はやし　じゅんこ 女性 見元　克至 みもと　かつのり 男性

24 241 廣田　千恵子 ひろた　ちえこ 女性 成田　知哉 なりた　ともや 男性

25 242 廣田　洋子 ひろた　ようこ 女性 二川　知之 ふたがわ　ともゆき 男性

1 7 海老原　浩 えびはら　ひろし 男性 中野　利恵 なかの　としえ 女性

2 36 羽野　忍 はの　しのぶ 男性 閏井　佳代 うるい　かよ 女性

3 46 加藤　実 かとう　みのる 男性 庄司　名美 しょうじ　なみ 女性

メンズ　Waltz 4 56 笠倉　俊夫 かさくら　としお 男性 上脇　友季湖 かみわき　ゆきこ 女性

5 66 吉野　一省 よしの　いっせい 男性 関野　洋子 せきの　ようこ 女性

6 75 高橋　俊 たかはし　しゅん 男性 増田　千晴 ますだ　ちはる 女性

7 81 今井　雄三 いまい　ゆうぞう 男性 嵯峨　智子 さが　ともこ 女性

8 88 細沼　博孝 ほそぬま　ひろたか 男性 江澤　美鈴 えざわ　みすず 女性

9 89 坂井　勝秀 さかい　かつひで 男性 三浦　弥生 みうら　やよい 女性

10 114 小峯　康裕 こみね　やすひろ 男性 長谷川　妙子 はせがわ　たえこ 女性

11 131 水谷　進 みずたに　すすむ 男性 山本　桂子 やまもと　けいこ 女性

12 138 石橋　勝重 いしばし　かつしげ 男性 松浦　のぞみ まつうら　のぞみ 女性

13 155 村上　隆志 むらかみ　たかし 男性 富士　慶子 ふじ　けいこ 女性

14 205 萩原　勉 はぎわら　つとむ 男性 成田　ひろみ なりた　ひろみ 女性

15 219 豊口　直行 とよぐち　なおゆき 男性 浅田　久美子 あさだ　くみこ 女性

16 240 和田　勝年 わだ　かつとし 男性 太田　郁子 おおた　いくこ 女性

グループ　4　

グループ　4　

9 / 17



日本インターナショナルアマプロダンス選手権大会２０２２［エントリー確認表・新］

種目 組数 背番号 アマ選手 プロ選手

1 19 平田　章江 ひらた　あきえ 女性 福岡　三夫 ふくおか　みつお 男性

2 22 水野　佳世子 みずの　かよこ 女性 大塚　守 おおつか　まもる 男性

Slow Foxtrot 3 27 安井　真弓 やすい　まゆみ 女性 白幡　博之 しらはた　ひろゆき 男性

4 35 宇田川　道代 うだがわ　みちよ 女性 橋本　悠 はしもと　ゆう 男性

5 49 夏目　美香 なつめ　みか 女性 古賀　太一 こが　たいち 男性

6 54 笠原　直子 かさはら　なおこ 女性 本多　龍士 ほんだ　りょうじ 男性

7 80 今井　ゆう子 いまい　ゆうこ 女性 鈴木　啓 すずき　あきら 男性

8 98 山中　こずえ やまなか　こずえ 女性 鬼束　剛 おにつか　つよし 男性

9 108 時水　良子 ときみず　よしこ 女性 田中　徹 たなか　とおる 男性

10 120 庄司　幸子 しょうじ　さちこ 女性 高橋　宏明 たかはし　ひろあき 男性

11 124 松本　典子 まつもと　のりこ 女性 若狭　徹 わかさ　とおる 男性

12 128 須貝　茂子 すがい　しげこ 女性 二川　知之 ふたがわ　ともゆき 男性

13 131 水谷　進 みずたに　すすむ 男性 山本　桂子 やまもと　けいこ 女性

14 142 石塚　貴子 いしづか　たかこ 女性 杉本　秀央 すぎもと　ひでひさ 男性

15 151 増田　恵里 ますだ　えり 女性 三坂　和彦 みさか　かずひこ 男性

16 170 池澤　順子 いけざわ　よりこ 女性 本池　淳 もといけ　じゅん 男性

17 182 張　霞 ちょう　かすみ 女性 庄司　浩太 しょうじ　こうた 男性

18 185 津田　恵津子 つだ　えつこ 女性 猿田　雄二 さるた　ゆうじ 男性

19 191 田部井　美智子 たべい　みちこ 女性 外川　統 とがわ　おさむ 男性

20 199 内田　裕子 うちだ　ひろこ 女性 森下　法延 もりした　のりのぶ 男性

21 203 梅澤　みどり うめざわ　みどり 女性 臼井　一史 うすい　かずふみ 男性

22 208 飛沢　圭子 とびさわ　けいこ 女性 西尾　浩一 にしお　こういち 男性

23 216 米井　みつ江 よねい　みつえ 女性 荻原　茂樹 おぎはら　しげき 男性

24 235 鈴木　暁美 すずき　あけみ 女性 上ノ町　修 うえのまち　おさむ 男性

25 236 鈴木　康子 すずき　やすこ 女性 平川　賢志 ひらかわ　けんし 男性

26 244 髙野　卓美 こうの　たくみ 女性 醍醐　秀忠 だいご　ひでのり 男性

27 246 町田　智佳子 まちだ　ちかこ 女性 谷堂　誠治 たにどう　せいじ 男性

1 7 海老原　浩 えびはら　ひろし 男性 中野　利恵 なかの　としえ 女性

2 46 加藤　実 かとう　みのる 男性 庄司　名美 しょうじ　なみ 女性

3 56 笠倉　俊夫 かさくら　としお 男性 上脇　友季湖 かみわき　ゆきこ 女性

メンズ　Tango 4 66 吉野　一省 よしの　いっせい 男性 関野　洋子 せきの　ようこ 女性

5 75 高橋　俊 たかはし　しゅん 男性 増田　千晴 ますだ　ちはる 女性

6 81 今井　雄三 いまい　ゆうぞう 男性 嵯峨　智子 さが　ともこ 女性

7 88 細沼　博孝 ほそぬま　ひろたか 男性 江澤　美鈴 えざわ　みすず 女性

8 89 坂井　勝秀 さかい　かつひで 男性 三浦　弥生 みうら　やよい 女性

9 114 小峯　康裕 こみね　やすひろ 男性 長谷川　妙子 はせがわ　たえこ 女性

10 138 石橋　勝重 いしばし　かつしげ 男性 松浦　のぞみ まつうら　のぞみ 女性

11 155 村上　隆志 むらかみ　たかし 男性 富士　慶子 ふじ　けいこ 女性

12 205 萩原　勉 はぎわら　つとむ 男性 成田　ひろみ なりた　ひろみ 女性

13 240 和田　勝年 わだ　かつとし 男性 太田　郁子 おおた　いくこ 女性

グループ　4　

グループ　4　
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日本インターナショナルアマプロダンス選手権大会２０２２［エントリー確認表・新］

種目 組数 背番号 アマ選手 プロ選手

1 24 ミルズ　美亜 みるず　みあ 女性 岩倉　守孝 いわくら　もりたか 男性

2 28 安田　美鈴 やすだ　みれい 女性 三井　孝敏 みつい　たかとし 男性

ChaChaCha 3 35 宇田川　道代 うだがわ　みちよ 女性 橋本　悠 はしもと　ゆう 男性

4 101 山田　尚子 やまだ　しょうこ 女性 Evgeny Zhiyhin えぶげにぃ　じじん 男性

5 104 山本　和美 やまもと　かずみ 女性 宮田　敬三 みやた　けいぞう 男性

6 108 時水　良子 ときみず　よしこ 女性 田中　徹 たなか　とおる 男性

7 109 宍戸　協子 ししど　きょうこ 女性 岡本　浩輝 おかもと　ひろき 男性

8 121 松井　裕華 まつい　ひろか 女性 西井　雄紀 にしい　ゆうき 男性

9 143 千葉　百華 ちば　ももか 女性 寺倉　憲 てらくら　けん 男性

10 156 太田　純代 おおた　すみよ 女性 青山　成之 あおやま　なりゆき 男性

11 157 大久保　 仁恵 おおくぼ 　ひとえ 女性 比嘉　那美 ひが　なみ 女性

12 165 大野　清美 おおの　きよみ 女性 加地　卓 かち　すぐる 男性

13 168 巽　千夏 たつみ　ちなつ 女性 金光　進陪 かねみつ　しんすけ 男性

14 184 津久井　真理子 つくい　まりこ 女性 有馬　直樹 ありま　なおき 男性

15 186 田坂　真理子 たさか　まりこ 女性 想田　徳彦 そうだ　のりひこ 男性

16 197 東宮　實 とうみや　みのる 男性 大澤　希世美 おおさわ　きよみ 女性

17 204 梅澤　敬子 うめざわ　けいこ 女性 森泉　陽司 もりいずみ　ようじ 男性

18 206 白鳥　恵子 しらとり　けいこ 女性 わたなべ　琢六 わたなべ　たくむ 男性

19 222 本郷　範子 ほんごう　のりこ 女性 高野　龍二 たかの　りゅうじ 男性

20 229 野々垣　晴美 ののがき　はるみ 女性 渡邉　朋典 わたなべ　とものり 男性

21 234 林　玲子 はやし　りょうこ 女性 毬山　貴人 まりやま　たかと 男性

22 236 鈴木　康子 すずき　やすこ 女性 平川　賢志 ひらかわ　けんし 男性

1 3 TOKYO　油田 とうきょう　ゆでん 女性 菊池　有真 きくち　ゆま 女性

2 8 大関　麻起子 おおぜき　まきこ 女性 ジジン　エヴゲニー じじん　えゔげにー 男性

Samba 3 35 宇田川　道代 うだがわ　みちよ 女性 橋本　悠 はしもと　ゆう 男性

4 40 岡田　みどり おかだ　みどり 女性 瀬古　薫希 せこ　まさき 男性

5 68 久野木　光枝 くのぎ　みつえ 女性 早乙女　和宏 そうとめ　かずひろ 男性

6 69 宮田　佳子 みやた　けいこ 女性 古賀　太一 こが　たいち 男性

7 73 古賀　亜久里 こが　あぐり 女性 田中　佑汰 たなか　ゆうた 男性

8 82 今井　和枝 いまい　かずえ　 女性 寺倉　憲 てらくら　けん 男性

9 105 市川　沙樹 いちかわ　さき 女性 佐藤　陽大 さとう　ようた 男性

10 106 寺田　悦子 てらだ　えつこ 女性 加地　卓 かち　すぐる 男性

11 153 村松　知世惠 むらまつ　ちよえ 女性 坂本　智樹 さかもと　ともき 男性

12 162 大村　福子 おおむら　ふくこ 女性 比嘉　那美 ひが　なみ 女性

13 171 竹内　洋子 たけうち　ようこ 女性 上ノ町　修 うえのまち　おさむ 男性

14 190 田中　千絵 たなか　ちえ 女性 加藤　義人 かとう　よしひと 男性

15 194 渡辺　純子 わたなべ　じゅんこ 女性 寺田　友城 てらだ　ゆうき 男性

16 196 塘田　千沙都 ともだ　ちさと 女性 中沢　康行 なかざわ　やすゆき 男性

17 204 梅澤　敬子 うめざわ　けいこ 女性 森泉　陽司 もりいずみ　ようじ 男性

18 212 平山　リンダ ひらやま　りんだ 女性 高橋　宏明 たかはし　ひろあき 男性

19 214 平島　貴美子 ひらしま　きみこ 女性 西井　雄紀 にしい　ゆうき 男性

20 229 野々垣　晴美 ののがき　はるみ 女性 渡邉　朋典 わたなべ　とものり 男性

21 234 林　玲子 はやし　りょうこ 女性 毬山　貴人 まりやま　たかと 男性

22 236 鈴木　康子 すずき　やすこ 女性 平川　賢志 ひらかわ　けんし 男性

グループ　1　

グループ　1　
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日本インターナショナルアマプロダンス選手権大会２０２２［エントリー確認表・新］

種目 組数 背番号 アマ選手 プロ選手

1 21 三澤　明美 みさわ　あけみ 女性 福岡　三夫 ふくおか　みつお 男性

2 26 阿部　ちか子 あべ　ちかこ 女性 瀬古　薫希 せこ　まさき 男性

Rumba 3 28 安田　美鈴 やすだ　みれい 女性 三井　孝敏 みつい　たかとし 男性

4 29 安田　律子 やすだ　りつこ 女性 平川　賢志 ひらかわ　けんし 男性

5 53 角田　陽子 つのだ　ようこ 女性 岡本　浩輝 おかもと　ひろき 男性

6 68 久野木　光枝 くのぎ　みつえ 女性 早乙女　和宏 そうとめ　かずひろ 男性

7 91 三雲　弘子 みくも　ひろこ 女性 鈴木　佑哉 すずき　ゆうき 男性

8 93 三沢　幸子 みさわ　さきこ 女性 石橋　圭子 いしばし　けいこ 女性

9 101 山田　尚子 やまだ　しょうこ 女性 Evgeny Zhiyhin えぶげにぃ　じじん 男性

10 106 寺田　悦子 てらだ　えつこ 女性 加地　卓 かち　すぐる 男性

11 108 時水　良子 ときみず　よしこ 女性 田中　徹 たなか　とおる 男性

12 113 小長井　彩 こながい　あや 女性 岩倉　守孝 いわくら　もりたか 男性

13 132 水野　えいみ みずの　えいみ 女性 宮田　敬三 みやた　けいぞう 男性

14 146 川嶋　利美 かわしま　りみ 女性 中村　明生 なかむら　あきお 男性

15 168 巽　千夏 たつみ　ちなつ 女性 金光　進陪 かねみつ　しんすけ 男性

16 171 竹内　洋子 たけうち　ようこ 女性 上ノ町　修 うえのまち　おさむ 男性

17 190 田中　千絵 たなか　ちえ 女性 加藤　義人 かとう　よしひと 男性

18 193 渡辺　寛子 わたなべ　ひろこ 女性 織田　慶治 おだ　けいじ 男性

19 220 堀　珠緒 ほり　たまお 女性 矢口　学 やぐち　まなぶ 男性

20 222 本郷　範子 ほんごう　のりこ 女性 高野　龍二 たかの　りゅうじ 男性

21 224 木内　恵美子 きうち　えみこ 女性 橋本　悠 はしもと　ゆう 男性

22 229 野々垣　晴美 ののがき　はるみ 女性 渡邉　朋典 わたなべ　とものり 男性

23 231 律　津 りつ　しん 女性 寺倉　憲 てらくら　けん 男性

24 243 澤地　芳江 さわち　よしえ 女性 古賀　太一 こが　たいち 男性

1 8 大関　麻起子 おおぜき　まきこ 女性 ジジン　エヴゲニー じじん　えゔげにー 男性

2 17 チータム　倫代 ちーたむ　みちよ 女性 坂本　智樹 さかもと　ともき 男性

Paso Doble 3 31 安藤　歌津子 あんどう　かづこ 女性 橋本　悠 はしもと　ゆう 男性

4 59 丸林　信子 まるばやし　のぶこ 女性 森泉　陽司 もりいずみ　ようじ 男性

5 68 久野木　光枝 くのぎ　みつえ 女性 早乙女　和宏 そうとめ　かずひろ 男性

6 91 三雲　弘子 みくも　ひろこ 女性 鈴木　佑哉 すずき　ゆうき 男性

7 98 山中　こずえ やまなか　こずえ 女性 鬼束　剛 おにつか　つよし 男性

8 144 川西　紀美 かわにし　きみ 女性 西井　雄紀 にしい　ゆうき 男性

9 146 川嶋　利美 かわしま　りみ 女性 中村　明生 なかむら　あきお 男性

10 160 大場　美代子 おおば　みよこ 女性 土屋　太祐 つちや　だいすけ 男性

11 162 大村　福子 おおむら　ふくこ 女性 比嘉　那美 ひが　なみ 女性

12 165 大野　清美 おおの　きよみ 女性 加地　卓 かち　すぐる 男性

13 168 巽　千夏 たつみ　ちなつ 女性 金光　進陪 かねみつ　しんすけ 男性

14 213 平田　真由美 ひらた　まゆみ 女性 田原　真彦 たはら　まさひこ 男性

15 231 律　津 りつ　しん 女性 寺倉　憲 てらくら　けん 男性

16 234 林　玲子 はやし　りょうこ 女性 毬山　貴人 まりやま　たかと 男性

17 236 鈴木　康子 すずき　やすこ 女性 平川　賢志 ひらかわ　けんし 男性

18 240 和田　勝年 わだ　かつとし 男性 公城　さゆり くじょうさゆり 女性

1 48 加藤　玲子 かとう　れいこ 女性 織田　慶治 おだ　けいじ 男性

2 98 山中　こずえ やまなか　こずえ 女性 鬼束　剛 おにつか　つよし 男性

Jive 3 106 寺田　悦子 てらだ　えつこ 女性 加地　卓 かち　すぐる 男性

4 144 川西　紀美 かわにし　きみ 女性 西井　雄紀 にしい　ゆうき 男性

5 146 川嶋　利美 かわしま　りみ 女性 中村　明生 なかむら　あきお 男性

6 160 大場　美代子 おおば　みよこ 女性 土屋　太祐 つちや　だいすけ 男性

7 168 巽　千夏 たつみ　ちなつ 女性 金光　進陪 かねみつ　しんすけ 男性

8 234 林　玲子 はやし　りょうこ 女性 毬山　貴人 まりやま　たかと 男性

9 236 鈴木　康子 すずき　やすこ 女性 平川　賢志 ひらかわ　けんし 男性

グループ　1　

グループ　1　

グループ　1　
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日本インターナショナルアマプロダンス選手権大会２０２２［エントリー確認表・新］

種目 組数 背番号 アマ選手 プロ選手

1 2 rieko りえこ 女性 金光　進陪 かねみつ　しんすけ 男性

2 16 スタイヤーノ　由美子すたいやーの　ゆみこ 女性 鈴木　佑哉 すずき　ゆうき 男性

ChaChaCha 3 21 三澤　明美 みさわ　あけみ 女性 福岡　三夫 ふくおか　みつお 男性

4 26 阿部　ちか子 あべ　ちかこ 女性 瀬古　薫希 せこ　まさき 男性

5 29 安田　律子 やすだ　りつこ 女性 平川　賢志 ひらかわ　けんし 男性

6 32 安齋　佳恵 あんざい　よしみ 女性 栁田　一気 やなぎだ　いっき 男性

7 53 角田　陽子 つのだ　ようこ 女性 岡本　浩輝 おかもと　ひろき 男性

8 68 久野木　光枝 くのぎ　みつえ 女性 早乙女　和宏 そうとめ　かずひろ 男性

9 73 古賀　亜久里 こが　あぐり 女性 田中　佑汰 たなか　ゆうた 男性

10 93 三沢　幸子 みさわ　さきこ 女性 石橋　圭子 いしばし　けいこ 女性

11 97 山口　久枝 やまぐち　ひさえ 女性 今導　雅彦 こんどう　まさひこ 男性

12 98 山中　こずえ やまなか　こずえ 女性 鬼束　剛 おにつか　つよし 男性

13 99 山田　ブレイニー愛紗 やまだ　ぶれいにーあいしゃ 女性 三井　孝敏 みつい　たかとし 男性

14 106 寺田　悦子 てらだ　えつこ 女性 加地　卓 かち　すぐる 男性

15 132 水野　えいみ みずの　えいみ 女性 宮田　敬三 みやた　けいぞう 男性

16 134 菅沼　育子 すがぬま　いくこ 女性 加藤　裕哉 かとう　ゆうや 男性

17 144 川西　紀美 かわにし　きみ 女性 西井　雄紀 にしい　ゆうき 男性

18 146 川嶋　利美 かわしま　りみ 女性 中村　明生 なかむら　あきお 男性

19 160 大場　美代子 おおば　みよこ 女性 土屋　太祐 つちや　だいすけ 男性

20 175 中山　明子 なかやま　あきこ 女性 古賀　太一 こが　たいち 男性

21 194 渡辺　純子 わたなべ　じゅんこ 女性 寺田　友城 てらだ　ゆうき 男性

22 195 渡辺　早苗 わたなべ　さなえ 女性 峰　秀市郎 みね　しゅういちろう 男性

1 21 三澤　明美 みさわ　あけみ 女性 福岡　三夫 ふくおか　みつお 男性

2 28 安田　美鈴 やすだ　みれい 女性 三井　孝敏 みつい　たかとし 男性

Samba 3 29 安田　律子 やすだ　りつこ 女性 平川　賢志 ひらかわ　けんし 男性

4 32 安齋　佳恵 あんざい　よしみ 女性 栁田　一気 やなぎだ　いっき 男性

5 34 一安　光子 いちやす　みつこ 女性 嵯峨　智子 さが　ともこ 女性

6 70 橋本　八恵子 はしもと　やえこ 女性 古賀　太一 こが　たいち 男性

7 84 佐々木　宏光 ささき　ひろみつ 男性 渡辺　理子 わたなべ　さとこ 女性

8 93 三沢　幸子 みさわ　さきこ 女性 石橋　圭子 いしばし　けいこ 女性

9 101 山田　尚子 やまだ　しょうこ 女性 瀬古　薫希 せこ　まさき 男性

10 116 小野寺　早苗 おのでら　さなえ 女性 加地　卓 かち　すぐる 男性

11 129 須田　裕紀子 すだ　ゆきこ 女性 高野　龍二 たかの　りゅうじ 男性

12 132 水野　えいみ みずの　えいみ 女性 宮田　敬三 みやた　けいぞう 男性

13 134 菅沼　育子 すがぬま　いくこ 女性 加藤　裕哉 かとう　ゆうや 男性

14 135 瀬上　恵美 せがみ　えみ 女性 長谷川　裕紀 はせがわ　ひろのり 男性

15 143 千葉　百華 ちば　ももか 女性 寺倉　憲 てらくら　けん 男性

16 160 大場　美代子 おおば　みよこ 女性 土屋　太祐 つちや　だいすけ 男性

17 168 巽　千夏 たつみ　ちなつ 女性 金光　進陪 かねみつ　しんすけ 男性

18 174 中山　みち子 なかやま　みちこ 女性 上ノ町　修 うえのまち　おさむ 男性

19 184 津久井　真理子 つくい　まりこ 女性 有馬　直樹 ありま　なおき 男性

20 197 東宮　實 とうみや　みのる 男性 大澤　希世美 おおさわ　きよみ 女性

21 210 冨田　晶子 とみた　しょうこ 女性 庄子　洋平 しょうじ　ようへい 男性

22 237 鈴木　妙子 すずき　たえこ 女性 森泉　陽司 もりいずみ　ようじ 男性

グループ　2　

グループ　2　
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日本インターナショナルアマプロダンス選手権大会２０２２［エントリー確認表・新］

種目 組数 背番号 アマ選手 プロ選手

1 2 rieko りえこ 女性 金光　進陪 かねみつ　しんすけ 男性

2 8 大関　麻起子 おおぜき　まきこ 女性 ジジン　エヴゲニー じじん　えゔげにー 男性

Rumba 3 11 ゴールドバーグ　陽子 ごーるどばーぐ　ようこ 女性 古賀　太一 こが　たいち 男性

4 17 チータム　倫代 ちーたむ　みちよ 女性 坂本　智樹 さかもと　ともき 男性

5 38 奥野　紀代 おくの　きよ 女性 大西　リナ おおにし　りな 女性

6 40 岡田　みどり おかだ　みどり 女性 瀬古　薫希 せこ　まさき 男性

7 59 丸林　信子 まるばやし　のぶこ 女性 森泉　陽司 もりいずみ　ようじ 男性

8 63 岩本　輝子 いわもと　てるこ 女性 想田　徳彦 そうだ　のりひこ 男性

9 76 高山　麻里子 たかやま　まりこ 女性 中沢　康行 なかざわ　やすゆき 男性

10 82 今井　和枝 いまい　かずえ　 女性 寺倉　憲 てらくら　けん 男性

11 84 佐々木　宏光 ささき　ひろみつ 男性 渡辺　理子 わたなべ　さとこ 女性

12 98 山中　こずえ やまなか　こずえ 女性 鬼束　剛 おにつか　つよし 男性

13 109 宍戸　協子 ししど　きょうこ 女性 岡本　浩輝 おかもと　ひろき 男性

14 116 小野寺　早苗 おのでら　さなえ 女性 加地　卓 かち　すぐる 男性

15 121 松井　裕華 まつい　ひろか 女性 西井　雄紀 にしい　ゆうき 男性

16 126 常盤　朋子 ときわ　ともこ 女性 平川　賢志 ひらかわ　けんし 男性

17 160 大場　美代子 おおば　みよこ 女性 土屋　太祐 つちや　だいすけ 男性

18 166 大朏　知美 おおつき　ともみ 女性 香椎　健人 かしい　けんと 男性

19 167 大澤千　恵子 おおさわ　ちえこ 女性 わたなべ　琢六 わたなべ　たくむ 男性

20 172 中井　由香 なかい　ゆか 女性 宮田　敬三 みやた　けいぞう 男性

21 174 中山　みち子 なかやま　みちこ 女性 上ノ町　修 うえのまち　おさむ 男性

22 178 中村　まりみ なかむら　まりみ 女性 鈴木　佑哉 すずき　ゆうき 男性

23 184 津久井　真理子 つくい　まりこ 女性 有馬　直樹 ありま　なおき 男性

24 194 渡辺　純子 わたなべ　じゅんこ 女性 寺田　友城 てらだ　ゆうき 男性

25 223 新井　和代 あらい　かずよ 女性 加藤　裕哉 かとう　ゆうや 男性

グループ　2　 1 3 TOKYO　油田 とうきょう　ゆでん 女性 菊池　有真 きくち　ゆま 女性

 Paso Doble 2 26 阿部　ちか子 あべ　ちかこ 女性 瀬古　薫希 せこ　まさき 男性

3 29 安田　律子 やすだ　りつこ 女性 平川　賢志 ひらかわ　けんし 男性

4 35 宇田川　道代 うだがわ　みちよ 女性 橋本　悠 はしもと　ゆう 男性

5 38 奥野　紀代 おくの　きよ 女性 大西　リナ おおにし　りな 女性

6 70 橋本　八恵子 はしもと　やえこ 女性 古賀　太一 こが　たいち 男性

7 92 三村　礼子 みむら　れいこ 女性 鈴木　佑哉 すずき　ゆうき 男性

8 108 時水　良子 ときみず　よしこ 女性 田中　徹 たなか　とおる 男性

9 135 瀬上　恵美 せがみ　えみ 女性 長谷川　裕紀 はせがわ　ひろのり 男性

10 153 村松　知世惠 むらまつ　ちよえ 女性 坂本　智樹 さかもと　ともき 男性

11 166 大朏　知美 おおつき　ともみ 女性 香椎　健人 かしい　けんと 男性

12 179 中村　孝司 なかむら　たかし 男性 泉　侑希 いずみ　ゆき 女性

13 190 田中　千絵 たなか　ちえ 女性 加藤　義人 かとう　よしひと 男性

14 210 冨田　晶子 とみた　しょうこ 女性 庄子　洋平 しょうじ　ようへい 男性

15 211 福田　晶子 ふくだ　あきこ 女性 藤井　洋介 ふじい　ようすけ 男性

16 220 堀　珠緒 ほり　たまお 女性 矢口　学 やぐち　まなぶ 男性

17 230 李　福鈴 い　ぽんりょん 女性 栁田　一気 やなぎだ　いっき 男性

1 2 rieko りえこ 女性 金光　進陪 かねみつ　しんすけ 男性

2 26 阿部　ちか子 あべ　ちかこ 女性 瀬古　薫希 せこ　まさき 男性

Jive 3 105 市川　沙樹 いちかわ　さき 女性 佐藤　陽大 さとう　ようた 男性

4 135 瀬上　恵美 せがみ　えみ 女性 長谷川　裕紀 はせがわ　ひろのり 男性

5 165 大野　清美 おおの　きよみ 女性 加地　卓 かち　すぐる 男性

6 179 中村　孝司 なかむら　たかし 男性 泉　侑希 いずみ　ゆき 女性

7 198 藤井　恭栄 ふじい　やすえ 女性 矢口　学 やぐち　まなぶ 男性

8 211 福田　晶子 ふくだ　あきこ 女性 藤井　洋介 ふじい　ようすけ 男性

グループ　2　

グループ　2　
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日本インターナショナルアマプロダンス選手権大会２０２２［エントリー確認表・新］

種目 組数 背番号 アマ選手 プロ選手

1 38 奥野　紀代 おくの　きよ 女性 大西　リナ おおにし　りな 女性

2 40 岡田　みどり おかだ　みどり 女性 瀬古　薫希 せこ　まさき 男性

ChaChaCha 3 63 岩本　輝子 いわもと　てるこ 女性 想田　徳彦 そうだ　のりひこ 男性

4 79 黒澤　慧美子 くろさわ　えみこ 女性 金光　進陪 かねみつ　しんすけ 男性

5 82 今井　和枝 いまい　かずえ　 女性 寺倉　憲 てらくら　けん 男性

6 84 佐々木　宏光 ささき　ひろみつ 男性 渡辺　理子 わたなべ　さとこ 女性

7 94 三島　薫 みしま　かおる 女性 鈴木　佑哉 すずき　ゆうき 男性

8 95 山元　薫 やまもと　かおる 女性 岡本　浩輝 おかもと　ひろき 男性

9 116 小野寺　早苗 おのでら　さなえ 女性 加地　卓 かち　すぐる 男性

10 126 常盤　朋子 ときわ　ともこ 女性 平川　賢志 ひらかわ　けんし 男性

11 135 瀬上　恵美 せがみ　えみ 女性 長谷川　裕紀 はせがわ　ひろのり 男性

12 145 川島　チヨ かわしま　ちよ 女性 香椎　健人 かしい　けんと 男性

13 150 増井　実菜子 ますい　みなこ 女性 坂本　智樹 さかもと　ともき 男性

14 159 大重　雄進 おおしげ　ゆうしん 男性 菊池　有真 きくち　ゆま 女性

15 167 大澤千　恵子 おおさわ　ちえこ 女性 わたなべ　琢六 わたなべ　たくむ 男性

16 171 竹内　洋子 たけうち　ようこ 女性 上ノ町　修 うえのまち　おさむ 男性

17 172 中井　由香 なかい　ゆか 女性 宮田　敬三 みやた　けいぞう 男性

18 198 藤井　恭栄 ふじい　やすえ 女性 矢口　学 やぐち　まなぶ 男性

19 211 福田　晶子 ふくだ　あきこ 女性 藤井　洋介 ふじい　ようすけ 男性

20 214 平島　貴美子 ひらしま　きみこ 女性 西井　雄紀 にしい　ゆうき 男性

21 223 新井　和代 あらい　かずよ 女性 加藤　裕哉 かとう　ゆうや 男性

22 230 李　福鈴 い　ぽんりょん 女性 栁田　一気 やなぎだ　いっき 男性

1 17 チータム　倫代 ちーたむ　みちよ 女性 坂本　智樹 さかもと　ともき 男性

2 26 阿部　ちか子 あべ　ちかこ 女性 瀬古　薫希 せこ　まさき 男性

Samba 3 48 加藤　玲子 かとう　れいこ 女性 織田　慶治 おだ　けいじ 男性

4 65 吉田　洋子 よしだ　ようこ 女性 松浦　のぞみ まつうら　のぞみ 女性

5 74 江口　淳子 えぐち　あつこ 女性 渡邉　朋典 わたなべ　とものり 男性

6 94 三島　薫 みしま　かおる 女性 鈴木　佑哉 すずき　ゆうき 男性

7 98 山中　こずえ やまなか　こずえ 女性 鬼束　剛 おにつか　つよし 男性

8 102 山田　美和子 やまだ　みわこ 女性 三井　孝敏 みつい　たかとし 男性

9 108 時水　良子 ときみず　よしこ 女性 田中　徹 たなか　とおる 男性

10 126 常盤　朋子 ときわ　ともこ 女性 平川　賢志 ひらかわ　けんし 男性

11 146 川嶋　利美 かわしま　りみ 女性 中村　明生 なかむら　あきお 男性

12 165 大野　清美 おおの　きよみ 女性 加地　卓 かち　すぐる 男性

13 172 中井　由香 なかい　ゆか 女性 宮田　敬三 みやた　けいぞう 男性

14 179 中村　孝司 なかむら　たかし 男性 泉　侑希 いずみ　ゆき 女性

15 192 渡部　令奈 わたなべ　れいな 女性 金光　進陪 かねみつ　しんすけ 男性

16 202 農添　加代子 のうぞえ　かよこ 女性 わたなべ　琢六 わたなべ　たくむ 男性

17 211 福田　晶子 ふくだ　あきこ 女性 藤井　洋介 ふじい　ようすけ 男性

18 225 野原　唯史 のはら　ただし 男性 佐藤　恵子 さとう　けいこ 女性

19 231 律　津 りつ　しん 女性 寺倉　憲 てらくら　けん 男性

20 240 和田　勝年 わだ　かつとし 男性 公城　さゆり くじょうさゆり 女性

グループ　3　

グループ　3　
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種目 組数 背番号 アマ選手 プロ選手

グループ　3　 1 16 スタイヤーノ　由美子すたいやーの　ゆみこ 女性 鈴木　佑哉 すずき　ゆうき 男性

Rumba 2 24 ミルズ　美亜 みるず　みあ 女性 岩倉　守孝 いわくら　もりたか 男性

3 35 宇田川　道代 うだがわ　みちよ 女性 橋本　悠 はしもと　ゆう 男性

4 74 江口　淳子 えぐち　あつこ 女性 渡邉　朋典 わたなべ　とものり 男性

5 79 黒澤　慧美子 くろさわ　えみこ 女性 金光　進陪 かねみつ　しんすけ 男性

6 104 山本　和美 やまもと　かずみ 女性 宮田　敬三 みやた　けいぞう 男性

7 118 小林　美智子 こばやし　みちこ 女性 古賀　太一 こが　たいち 男性

8 135 瀬上　恵美 せがみ　えみ 女性 長谷川　裕紀 はせがわ　ひろのり 男性

9 143 千葉　百華 ちば　ももか 女性 寺倉　憲 てらくら　けん 男性

10 153 村松　知世惠 むらまつ　ちよえ 女性 坂本　智樹 さかもと　ともき 男性

11 165 大野　清美 おおの　きよみ 女性 加地　卓 かち　すぐる 男性

12 186 田坂　真理子 たさか　まりこ 女性 想田　徳彦 そうだ　のりひこ 男性

13 197 東宮　實 とうみや　みのる 男性 大澤　希世美 おおさわ　きよみ 女性

14 206 白鳥　恵子 しらとり　けいこ 女性 わたなべ　琢六 わたなべ　たくむ 男性

15 210 冨田　晶子 とみた　しょうこ 女性 庄子　洋平 しょうじ　ようへい 男性

16 211 福田　晶子 ふくだ　あきこ 女性 藤井　洋介 ふじい　ようすけ 男性

17 212 平山　リンダ ひらやま　りんだ 女性 高橋　宏明 たかはし　ひろあき 男性

18 214 平島　貴美子 ひらしま　きみこ 女性 西井　雄紀 にしい　ゆうき 男性

19 228 野町　秋子 のまち　あきこ 女性 下平　文孝 しもだいら　ふみたか 男性

20 234 林　玲子 はやし　りょうこ 女性 毬山　貴人 まりやま　たかと 男性

21 236 鈴木　康子 すずき　やすこ 女性 平川　賢志 ひらかわ　けんし 男性

22 237 鈴木　妙子 すずき　たえこ 女性 森泉　陽司 もりいずみ　ようじ 男性

23 239 和佐田　仁美 わさだ　ひとみ 女性 上脇　友季湖 かみわき　ゆきこ 女性

1 41 岡田　重信 おかだ　しげのぶ 男性 塚田　真美 つかだ　まみ 女性

2 83 佐久間　享良 さくま　たかよし 男性 浅場　春佳 あさば　はるか 女性

メンズ　ChaCha 3 159 大重　雄進 おおしげ　ゆうしん 男性 菊池　有真 きくち　ゆま 女性

4 179 中村　孝司 なかむら　たかし 男性 泉　侑希 いずみ　ゆき 女性

5 225 野原　唯史 のはら　ただし 男性 佐藤　恵子 さとう　けいこ 女性

6 240 和田　勝年 わだ　かつとし 男性 公城　さゆり くじょうさゆり 女性

1 40 岡田　みどり おかだ　みどり 女性 瀬古　薫希 せこ　まさき 男性

2 41 岡田　重信 おかだ　しげのぶ 男性 塚田　真美 つかだ　まみ 女性

 Paso Doble 3 44 乙川　隆之 おとかわ　たかゆき 男性 菊池　有真 きくち　ゆま 女性

4 65 吉田　洋子 よしだ　ようこ 女性 松浦　のぞみ まつうら　のぞみ 女性

5 74 江口　淳子 えぐち　あつこ 女性 渡邉　朋典 わたなべ　とものり 男性

6 83 佐久間　享良 さくま　たかよし 男性 浅場　春佳 あさば　はるか 女性

7 94 三島　薫 みしま　かおる 女性 鈴木　佑哉 すずき　ゆうき 男性

8 101 山田　尚子 やまだ　しょうこ 女性 金光　進陪 かねみつ　しんすけ 男性

9 106 寺田　悦子 てらだ　えつこ 女性 加地　卓 かち　すぐる 男性

10 113 小長井　彩 こながい　あや 女性 岩倉　守孝 いわくら　もりたか 男性

11 126 常盤　朋子 ときわ　ともこ 女性 平川　賢志 ひらかわ　けんし 男性

12 129 須田　裕紀子 すだ　ゆきこ 女性 高野　龍二 たかの　りゅうじ 男性

13 143 千葉　百華 ちば　ももか 女性 三枝　真由美 さいぐさ　まゆみ 女性

14 178 中村　まりみ なかむら　まりみ 女性 日暮　健二 ひぐらし　けんじ 男性

15 184 津久井　真理子 つくい　まりこ 女性 有馬　直樹 ありま　なおき 男性

16 197 東宮　實 とうみや　みのる 男性 大澤　希世美 おおさわ　きよみ 女性

17 243 澤地　芳江 さわち　よしえ 女性 古賀　太一 こが　たいち 男性

グループ　3　

グループ　3　
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1 29 安田　律子 やすだ　りつこ 女性 平川　賢志 ひらかわ　けんし 男性

2 40 岡田　みどり おかだ　みどり 女性 瀬古　薫希 せこ　まさき 男性

Jive 3 101 山田　尚子 やまだ　しょうこ 女性 金光　進陪 かねみつ　しんすけ 男性

4 102 山田　美和子 やまだ　みわこ 女性 三井　孝敏 みつい　たかとし 男性

5 108 時水　良子 ときみず　よしこ 女性 田中　徹 たなか　とおる 男性

6 184 津久井　真理子 つくい　まりこ 女性 有馬　直樹 ありま　なおき 男性

7 197 東宮　實 とうみや　みのる 男性 大澤　希世美 おおさわ　きよみ 女性

8 223 新井　和代 あらい　かずよ 女性 加藤　裕哉 かとう　ゆうや 男性

1 41 岡田　重信 おかだ　しげのぶ 男性 塚田　真美 つかだ　まみ 女性

2 83 佐久間　享良 さくま　たかよし 男性 浅場　春佳 あさば　はるか 女性

メンズ　Rumba 3 117 小鑓　眞伸 こやり　まさし 男性 小鑓　牧子 こやり　まきこ 女性

4 179 中村　孝司 なかむら　たかし 男性 泉　侑希 いずみ　ゆき 女性

グループ　3　

グループ　3　
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