
プロアマエントリー確認表

事務局　TEL ０６−６６０８−２８０２

　　　　 　FAX　０６−６６０８−２８１２

まで連絡御願いします

クローズドベーシックワルツ

背番号 先生 ご出演者 ふりがな

19 宇治　鉄平 谷垣　民子 たにがき　たみこ

22 藤原　充寅 橋本　美保子 はしもと　みほこ

27 山本　隆志 吉田　まゆみ よしだ　まゆみ

33 魚谷　征義 森脇　正子 もりわき　せいこ

39 藤原　健太 西尾　和代 にしお　かずよ

45 ダミアン 高橋　夏代 たかはし　かよ

62 村上　大介 勝川　由貴 かつかわ　ゆき

69 大石　征史 西岡　陽子 にしおか　ようこ

103 仲秋　潤 曽波　朋子 そわ　ともこ

111 矢口　紗羅 福永　英雄 ふくなが　ひでお

133 魚谷　はる 野口　英介 のぐち　えいすけ

141 苅田　結光華 西村　紀 にしむら　おさむ

154 楡井　沙恵 中野　雅宏 なかの　まさひろ

クローズドベーシックタンゴ

背番号 先生 ご出演者 ふりがな

19 宇治　鉄平 谷垣　民子 たにがき　たみこ

22 藤原　充寅 橋本　美保子 はしもと　みほこ

24 菅　大輔 古谷　京子 ふるたに　きょうこ

27 山本　隆志 松井　裕華 まつい　ひろか

29 上原　伸之 角羽　いく子 かくは　いくこ

33 魚谷　征義 森脇　正子 もりわき　せいこ

45 ダミアン 中原　千賀子 なかはら　ちかこ

59 玉井　英貴 西村　尚甫子 にしむら　なほこ

62 村上　大介 勝川　由貴 かつかわ　ゆき

69 大石　征史 西岡　陽子 にしおか　ようこ

103 仲秋　潤 道圓　民雄 どうえん　たみお 追加

オープンベーシックワルツ



背番号 先生 ご出演者 ふりがな

1 白取　正浩 脇門　孝子 わきかど　たかこ

2 藤家　浩史 嵯峨根　由紀子 さがね　ゆきこ

3 仲秋　彰燿 山崎　まろみ やまさき　まろみ

8 林　秀明 泉田　晴美 せんだ　はるみ

18 大江　唯之 上垣　佐代子 うえがき　さよこ

25 角田　泰章 木村　裕子 きむら　ゆうこ

36 島田　寛隆 藤田　章江 ふじた　あきえ

37 仲　清志 原　希代美 はら　きよみ

42 荻須　智広 林　直子 はやし　なおこ

48 片山　智彦 中村　紀代美 なかむら　きよみ

52 水島　寛 藤田　美栄子 ふじた　みえこ

56 藤田　洋平 今村　有 いまむら　ゆう

57 櫛田　隆広 堀　なち子 ほり　なちこ

70 丸山　大樹 西村　美智代 にしむら　みちよ

オープンベーシックタンゴ

背番号 先生 ご出演者 ふりがな

2 藤家　浩史 嵯峨根　由紀子 さがね　ゆきこ

3 仲秋　彰燿 山下　美津江 やました　みつえ

6 工藤　洋司 松山　富枝 まつやま　とみえ

8 林　秀明 坂本　美知子 さかもと　みちこ

18 大江　唯之 上垣　佐代子 うえがき　さよこ

36 島田　寛隆 石川　喜久子 いしかわ　きくこ

42 荻須　智広 稲田　和子 いなだ　かずこ

50 新井　敬一 作長　清子 さくなが　きよこ

53 木下　喜一郎 川添　高江 かわぞえ　たかえ

54 爲國　和也 中野　光恵 なかの　みつえ

56 藤田　洋平 今村　有 いまむら　ゆう

57 櫛田　隆広 川西　紀美 かわにし　きみ

オープンベーシックチャチャチャ

背番号 先生 ご出演者 ふりがな

14 土川　耕平 佐藤　由利子 さとう　ゆりこ

26 西井　雄紀 森　いづみ もり　いづみ

33 魚谷　征義 小林　延子 こばやし　のぶこ

35 正谷　幸久 木村　仁美 きむら　ひとみ

37 仲　清志 柴　万里子 しば　まりこ

41 Mateusz　Wieremiej 福岡　美加 ふくおか　みか

50 新井　敬一 大迫　佳子 おおさこ　よしこ



57 櫛田　隆広 今井　清美 いまい　きよみ

133 魚谷　はる 宗像　浩一 むなかた　こういち

155 田中　三貴 石原　孝美 いしはら　たかよし 変更

161 宮崎　梢 金沢　英世 かなざわ　ひでよ

オープンベーシックルンバ

背番号 先生 ご出演者 ふりがな

4 白石　和也 三宅　美澄 みやけ　みすみ

13 大鐘　雅士 北村　玲 きたむら　れい

14 土川　耕平 佐藤　由利子 さとう　ゆりこ

26 西井　雄紀 中島　美佐子 なかじま　みさこ

29 上原　伸之 川﨑　年子 かわさき　としこ

30 正谷　恒揮 西川　好江 にしかわ　よしえ

33 魚谷　征義 五百井　のり子 いおい　のりこ

41 Mateusz　Wieremiej 松本　美幸 まつもと　みゆき

47 円道　尚弥 鵜飼　憲子 うかい　のりこ

57 櫛田　隆広 今井　清美 いまい　きよみ

114 河端　恵利子 松井　裕子 まつい　ひろこ

クローズドバリエーションワルツ

背番号 先生 ご出演者 ふりがな

4 白石　和也 宮川　雅代 みやがわ　まさよ

5 安井　裕幸 長山　博子 ながやま　ひろこ

11 金丸　進悟 本田　良子 ほんだ　りょうこ

27 山本　隆志 吉田　まゆみ よしだ　まゆみ

33 魚谷　征義 富田　恭子 とみた　きょうこ

35 正谷　幸久 中山　加津子 なかやま　かつこ

38 前田　晃良 鈴岡　舞子 すずおか　まいこ

55 田中　拡平 築山　順子 つきやま　じゅんこ

59 玉井　英貴 北山　文子 きたやま　ふみこ

60 原田　淳平 井上　澄子 いのうえ　すみこ

67 大蔵　佳彦 中村　眞理子 なかむら　まりこ

101 松村　明日香 脇門　惠昭 わきかど　よしあき 追加

111 矢口　紗羅 宮澤　健一 みやざわ　けんいち

121 樫本　真実 柴田　勝 しばた　まさる

154 楡井　沙恵 田守　茂 たもり　しげる

159 石井　沙耶 桑原　秀樹 くわばら　ひでき

クローズドバリエーションタンゴ



背番号 先生 ご出演者 ふりがな

5 安井　裕幸 高橋　テル子 たかはし　てるこ

11 金丸　進悟 本田　良子 ほんだ　りょうこ

27 山本　隆志 松井　裕華 まつい　ひろか

33 魚谷　征義 泉川　真紀 いずみかわ　まき

45 ダミアン 清川　安子 きよかわ　やすこ

59 玉井　英貴 北村　文子 きたむら　ふみこ

67 大蔵　佳彦 中村　眞理子 なかむら　まりこ

103 仲秋　潤 平野　嘉済 ひらの　よしなり

111 矢口　紗羅 宮澤　健一 みやざわ　けんいち

121 樫本　真実 柴田　勝 しばた　まさる

123 遠山　恵美 共　継東 きょう　けいとう

141 苅田　結光華 加藤　昭武 かとう　あきたけ

154 楡井　沙恵 田守　茂 たもり　しげる

159 石井　沙耶 桑原　秀樹 くわばら　ひでき

166 武田　佳子 日高　達一 ひだか　たついち

オープンバリエーションワルツ

背番号 先生 ご出演者 ふりがな

1 白取　正浩 新寶　かおる しんぽう　かおる

2 藤家　浩史 堀　由美 ほり　ゆみ

3 仲秋　彰燿 岡田　恵子 おかだ　けいこ

5 安井　裕幸 高橋　テル子 たかはし　てるこ

6 工藤　洋司 宮﨑　三千子 みやざき　みちこ

8 林　秀明 高田　一恵 たかだ　かずえ

17 橋本　剛 古川　邦子 ふるかわ　くにこ

21 池本　規恒 北郷　香津子 ほくごう　かつこ

23 浅村　慎太郎 平島　貴美子 ひらしま　きみこ

25 角田　泰章 彩木　千鶴 さいき　ちづる

30 正谷　恒揮 浅野　早苗 あさの　さなえ

36 島田　寛隆 王隠堂　智賀子 おういんどう　ちかこ

37 仲　清志 原　希代美 はら　きよみ

40 前田　雅仁 原　公江 はら　きみえ

43 山根　大征 梅本　江津子 うめもと　えつこ

44 渡辺　伸 野間　みつ子 のま　みつこ

48 片山　智彦 三井　美智代 みつい　みちよ

51 松本　英之 西島　あづみ にしじま　あづみ

52 水島　寛 渡部　栞 わたなべ　しおり

53 木下　喜一郎 樫乃　百合子 かしの　ゆりこ

57 櫛田　隆広 信田　寿子 のぶた　ひさこ

63 久保田　秀幸 大西　とみ子 おおにし　とみこ

65 阪口　昌也 畠山　京子 はたけやま　きょうこ



66 山先　充芳 森田　玲子 もりた　れいこ

71 清水　太地 岩田　知子 いわた　ともこ

103 仲秋　潤 道圓　民雄 どうえん　たみお

161 宮崎　梢 金沢　英世 かなざわ　ひでよ

オープンバリエーションタンゴ

背番号 先生 ご出演者 ふりがな

2 藤家　浩史 堀　由美 ほり　ゆみ

3 仲秋　彰燿 山内　愛 やまうち　あい

8 林　秀明 高田　一恵 たかだ　かずえ

10 森住　公紀 林　朱美 はやし　あけみ

21 池本　規恒 北郷　香津子 ほくごう　かつこ

23 浅村　慎太郎 岡部　八千代 おかべ　やちよ

25 角田　泰章 彩木　千鶴 さいき　ちづる

36 島田　寛隆 名張　恭子 なばり　きょうこ

40 前田　雅仁 原　公江 はら　きみえ

48 片山　智彦 松下　千秋 まつした　ちあき

54 爲國　和也 岡村　杏奈 おかむら　あんな

56 藤田　洋平 千草　千恵美 ちぐさ　ちえみ

57 櫛田　隆広 今井　清美 いまい　きよみ

59 玉井　英貴 畑中　ヱル子 はたなか　えるこ

63 久保田　秀幸 大西　とみ子 おおにし　とみこ

65 阪口　昌也 畠山　京子 はたけやま　きょうこ

102 藤家　繭 嵯峨根　克幸 さがね　かつゆき

103 仲秋　潤 平野　嘉済 ひらの　よしなり

131 谷　千恵美 松本　光保 まつもと　てるやす

151 池田　麻里 足立　明生 あだち　あきお

オープンバリエーションスローフォックストロット

背番号 先生 ご出演者 ふりがな

1 白取　正浩 脇門　孝子 わきかど　たかこ

2 藤家　浩史 堀　由美 ほり　ゆみ

3 仲秋　彰燿 石川　祥子 いしかわ　しょうこ

5 安井　裕幸 長山　博子 ながやま　ひろこ

8 林　秀明 井澤　喜代子 いざわ　きよこ

20 小﨑　寛剛 井上　恵津子 いのうえ　えつこ

21 池本　規恒 北郷　香津子 ほくごう　かつこ

23 浅村　慎太郎 山下　春美 やました　はるみ

25 角田　泰章 中村　さち子 なかむら　さちこ

28 仲西　勝流 小笠原　由紀子 おがさわら　ゆきこ



44 渡辺　伸 野間　みつ子 のま　みつこ

45 ダミアン 高橋　夏代 たかはし　かよ

48 片山　智彦 谷　英子 たに　えいこ

51 松本　英之 西島　あづみ にしじま　あづみ

52 水島　寛 北尾　みすず きたお　みすず

53 木下　喜一郎 樫乃　百合子 かしの　ゆりこ

54 爲國　和也 中村　光恵 なかの　みつえ

56 藤田　洋平 石島　信子 いしじま　のぶこ

57 櫛田　隆広 松本　真知 まつもと　まち

59 玉井　英貴 北山　文子 きたやま　ふみこ

60 原田　淳平 井上　澄子 いのうえ　すみこ

63 久保田　秀幸 大西　とみ子 おおにし　とみこ

65 阪口　昌也 畠山　京子 はたけやま　きょうこ

71 清水　太地 岩田　知子 いわた　ともこ

101 松村　明日香 脇門　惠昭 わきかど　よしあき

102 藤家　繭 嵯峨根　克幸 さがね　かつゆき

103 仲秋　潤 平野　嘉済 ひらの　よしなり

151 池田　麻里 足立　明生 あだち　あきお

オープンバリエーションクイック

背番号 先生 ご出演者 ふりがな

1 白取　正浩 岩本　多佳子 いわもと　たかこ

3 仲秋　彰燿 小田　典子 おだ　のりこ

7 西川　和孝 祝田　朋子 いわいだ　ともこ

8 林　秀明 山東　久代 さんとう　ひさよ

10 森住　公紀 林　朱美 はやし　あけみ

18 大江　唯之 上垣　佐代子 うえがき　さよこ

23 浅村　慎太郎 童　紅 どう　べに

25 角田　泰章 中村　さち子 なかむら　さちこ

52 水島　寛 藤田　美栄子 ふじた　みえこ

54 爲國　和也 岡村　杏奈 おかむら　あんな

57 櫛田　隆広 川西　紀美 かわにし　きみ

63 久保田　秀幸 犬飼　久子 いぬかい　ひさこ

オープンバリエーションチャチャチャ

背番号 先生 ご出演者 ふりがな

4 白石　和也 竹内　恵子 たけうち　けいこ

9 松田　容典 吉見　周子 よしみ　ちかこ

12 中村　耕 上田　恵子 うえだ　けいこ

13 大鐘　雅士 伊藤　結花里 いとう　ゆかり



14 土川　耕平 柴崎　晴美 しばざき　はるみ

16 岩本　喜治 宮本　綾子 みやもと　あやこ

20 小﨑　寛剛 神川　美智子 かみかわ　みちこ

24 菅　大輔 清　あゆみ きよ　あゆみ

26 西井　雄紀 板山　芙美 いたやま　ふみ

33 魚谷　征義 荒木　恵美子 あらき　えみこ

35 正谷　幸久 新子　千晶 あたらし　ちあき

37 仲　清志 星　幸子 ほし　ゆきこ

41 Mateusz　Wieremiej 山下　春美 やました　はるみ

46 中村　隆裕 檜田　尚子 ひわだ　なおこ

49 藤井　信幸 松本　五月 まつもと　さつき

56 藤田　洋平 安西　悠久子 あんざい　ゆくこ

57 櫛田　隆広 橋本　季美枝 はしもと　すみえ

59 玉井　英貴 畑中　ヱル子 はたなか　えるこ

68 宮崎　彰信 大石　富美子 おおいし　ふみこ

オープンバリエーションサンバ

背番号 先生 ご出演者 ふりがな

9 松田　容典 足田　久美 あしだ　くみ

12 中村　耕 加藤　智音 かとう　ともね

13 大鐘　雅士 粥川　克子 かゆかわ　かつこ

14 土川　耕平 伊賀　小百合 いが　さゆり

15 新屋　秀和 岡本　尚子 おかもと　ひさこ

16 岩本　喜治 宮本　綾子 みやもと　あやこ

18 大江　唯之 内野　衣恵 うちの　きぬえ

19 宇治　鉄平 馬　艶萍 ま　いぇんぴん

24 菅　大輔 中畔　彩 なかぐろ　あや

26 西井　雄紀 樋口　直子 ひぐち　なおこ

34 山口　隆久 芳富　恵子 よしとみ　けいこ

35 正谷　幸久 新子　千晶 あたらし　ちあき

41 Mateusz　Wieremiej 正木　あやこ まさき　あやこ

57 櫛田　隆広 堀　なち子 ほり　なちこ

58 森川　和也 沢田　信子 さわだ　のぶこ

68 宮崎　彰信 大石　富美子 おおいし　ふみこ

オープンバリエーションルンバ

背番号 先生 ご出演者 ふりがな

4 白石　和也 馬瀬山　麗 ませやま　れい

9 松田　容典 足田　久美 あしだ　くみ

12 中村　耕 白川　真千子 しらかわ　まちこ



13 大鐘　雅士 粥川　克子 かゆかわ　かつこ

14 土川　耕平 山本　洋子 やまもと　ようこ

16 岩本　喜治 宮本　綾子 みやもと　あやこ

18 大江　唯之 市川　典子 いちかわ　のりこ

19 宇治　鉄平 馬　艶萍 ま　いぇんぴん

20 小﨑　寛剛 河本　美穂 かわもと　みほ

26 西井　雄紀 川西　紀美 かわにし　きみ

27 山本　隆志 難波　美佐子 なんば　みさこ

32 土居　亮太 中谷　陽子 なかたに　ようこ

34 山口　隆久 芳富　恵子 よしとみ　けいこ

38 前田　晃良 鈴岡　舞子 すずおか　まいこ

44 渡辺　伸 細井　ひろ ほそい　ひろ

46 中村　隆裕 太田　ユミ おおた　ゆみ

49 藤井　信幸 福田　民恵 ふくほ　たみえ

50 新井　敬一 二階堂　智代 にかいどう　ちよ

57 櫛田　隆広 岡本　知春 おかもと　ちはる

58 森川　和也 沢田　信子 さわだ　のぶこ

59 玉井　英貴 西村　尚甫子 にしむら　なほこ

68 宮崎　彰信 大石　富美子 おおいし　ふみこ

125 小林　孝子 松浦　光宏 まつうら　みつひろ

オープンバリエーションパソドブレ

背番号 先生 ご出演者 ふりがな

12 中村　耕 加藤　智音 かとう　ともね

13 大鐘　雅士 長岡　メグミ ながおか　めぐみ

14 土川　耕平 西島　あづみ にしじま　あづみ

15 新屋　秀和 岡本　尚子 おかもと　ひさこ

16 岩本　喜治 宮本　綾子 みやもと　あやこ

34 山口　隆久 芳富　恵子 よしとみ　けいこ

37 仲　清志 星　幸子 ほし　ゆきこ

49 藤井　信幸 福田　民恵 ふくほ　たみえ

57 櫛田　隆広 清水　由貴子 しみず　ゆきこ

64 山下　大輔 山下　由美子 やました　ゆみこ

68 宮崎　彰信 大石　富美子 おおいし　ふみこ


