
muraji@jbdf-west.jp

先生 ご出演者 ふりがな

島田　寛隆 名張　恭子 なばり　きょうこ

黒田　充郎 梶井　明子 かじい　あきこ

辻本　千博 垣本　順子 かきもと　じゅんこ

大江　唯之 吉藤　則子 よしふじ　のりこ

上野　由登 滝本　公野 たきもと　まさの

陶山　友樹 奥田　貞子 おくだ　さだこ

藤田　洋平 井沼田　敬子 いぬまた　けいこ

丸山　大樹 湯浅　紀代美 ゆあさ　きよみ

原田　学 一向　治枝 いっこう　はるえ

先生 ご出演者 ふりがな

土川　耕平 土井　英子 どい　えいこ

島田　寛隆 名張　恭子 なばり　きょうこ

黒田　充郎 梶井　明子 かじい　あきこ

辻本　千博 川端　ます美 かわばた　ますみ

上野　由登 滝本　公野 たきもと　まさの

陶山　友樹 奥田　貞子 おくだ　さだこ

藤田　洋平 上田　良子 うえだ　りょうこ

原田　学 山口　悦子 やまぐち　えつこ

先生 ご出演者 ふりがな

土川　耕平 田葉井　聡美 たばい　さとみ

丸山　大樹 加納　万里子 かのう　まりこ

西井　雄紀 松井　裕華 まつい　ひろか

春名　梓 平島　純二 ひらしま　じゅんじ

大木　誠一郎 福田　幸代 ふくだ　さちよ

正谷　恒揮 竹位　わか菜 たけい　わかな

藤田　洋平 花房　タツ子 はなふさ　たつこ

河端　恵利子 木村　トヨ子 きむら　とよこ

先生 ご出演者 ふりがな

河端　恵利子 木村　トヨ子 きむら　とよこ

辻本　千博 金海　禮子 かねうみ　れいこ

ライジング　ワルツ

先生 ご出演者 ふりがな

金丸　進悟 本田　良子 ほんだ　りょうこ

矢口　紗羅 福永　英雄 ふくなが　ひでお

安井　裕幸 長山　博子 ながやま　ひろこ

山下　稜太 藤田　美栄子 ふじた　みえこ

内海　歩美 難波　和之 なんば　かずゆき

大鐘　雅士 荻堂　紀里 おぎどう　のり

三原　啓暉 林　直子 はやし　なおこ

仲秋　潤 坂田　淳 さかた　じゅん

正森　和也 藤本　富子 ふじもと　とみこ

ライジング　タンゴ

先生 ご出演者 ふりがな

金丸　進悟 本田　良子 ほんだ　りょうこ

矢口　紗羅 福永　英雄 ふくなが　ひでお

松村　明日香 脇門　惠昭 わきかど　よしあき

安井　裕幸 高橋　てる子 たかはし　てるこ

菅　大輔 弓倉　彩希 ゆみく　らさき

城　昌則 矢口　登紀子 やぐち　ときこ

正谷　幸久 神子島　直美 かみこじま　なおみ

正森　和也 藤本　富子 ふじもと　とみこ

森川　和也 大川　朗子 おおかわ　あきこ

プロアマエントリー確認表　８月１4日現在
エントリーしたのに名前がない方は至急、

までご連絡下さい。また漢字・ふりがななどの誤字もご連絡願います。

トライアル　ワルツ

トライアル　タンゴ

トライアル　チャチャチャ

sps.kyogi@gmail.com

トライアル　ルンバ

までご連絡下さい。このデータがパンフレットに反映されますのでしっかりと確認願います。

また、事務局に変更を申し出ていてエントリー表に反映されていない場合は

mailto:muraji@jbdf-west.jp
mailto:muraji@jbdf-west.jp


クローズド　ワルツ

先生 ご出演者 ふりがな

原田　淳平 井上　澄子 いのうえ　すみこ

林　秀明 泉田　晴美 せんだ　はるみ

矢口　紗羅 宮澤　健一 みやざわ　けんいち

白取　正浩 籾山　京子 もみやま　きょうこ

安井　裕幸 高橋　てる子 たかはし　てるこ

山下　稜太 沖川　悦子 おきがわ　えつこ

遠山　恵美 共　継東 きょう　けいとう

久保田　秀幸 大西　とみ子 おおにし　とみこ

仲　清志 前田　みさお まえだ　みさお

爲國　和也 小林　八恵 こばやし　やえ

楡井　沙恵 田守　茂 たもり　しげる

黒田　充郎 梶井　明子 かじい　あきこ

白石　和也 徳川　厚子 とくがわ　あつこ

尾﨑　和史 矢野　三佐緒 やの　みさお

大蔵　佳彦 中村　眞理子 なかむら　まりこ

ダミアン 高橋　夏代 たかはし　かよ

大前　有香 遠藤　久恵 えんどう　ひさえ

桑重　輝幸 上田　幸恵 うえだ　ゆきえ

保坂　直伸 貞松　美加子 さだまつ　みかこ

上野　由登 松永　宏子 まつなが　ひろこ

丸山　大樹 長尾　美智子 ながお　みちこ

クローズド　スロー

先生 ご出演者 ふりがな

原田　淳平 井上　澄子 いのうえ　すみこ

林　秀明 福井　浩子 ふくい　ひろこ

金丸　進悟 本田　良子 ほんだ　りょうこ

矢口　紗羅 宮澤　健一 みやざわ　けんいち

白取　正浩 脇門　孝子 わきかど　たかこ

松村　明日香 脇門　惠昭 わきかど　よしあき

安井　裕幸 長山　博子 ながやま　ひろこ

菅　大輔 五十嵐　一奈 いがらし　かずな

山下　稜太 沖川　悦子 おきがわ　えつこ

仲　清志 前田　みさお まえだ　みさお

爲國　和也 中野　光恵 なかの　みつえ

黒田　充郎 梶井　明子 かじい　あきこ

大蔵　佳彦 中村　眞理子 なかむら　まりこ

大前　有香 遠藤　久恵 えんどう　ひさえ

園原　正和 前田　美代子 まえだ　みよこ

桑重　輝幸 上田　幸恵 うえだ　ゆきえ

上野　由登 北下　ミチコ きたした　みちこ

先生 ご出演者 ふりがな

菅　大輔 百田　晴香 ももた　はるか

城　昌則 矢口　登紀子 やぐち　ときこ

正谷　幸久 神子島　直美 かみこじま　なおみ

中村　耕 上田　恵子 うえだ　けいこ

大鐘　雅士 荻堂　紀里 おぎどう　のり

春名　梓 加野　裕太 かの　ゆうた

クローズド　ルンバ

先生 ご出演者 ふりがな

正谷　幸久 神子島　直美 かみこじま　なおみ

中村　耕 加藤　智音 かとう　ともね

大鐘　雅士 北村　玲 きたむら　れい

春名　梓 平島　純二 ひらしま　じゅんじ

クローズド　チャチャチャ



先生 ご出演者 ふりがな

白取　正浩 石橋　恭子 いしばし　きょうこ

櫛田　隆広 松本　真知 まつもと　まち

荻須　智広 山下　俊子 やました　としこ

島田　寛隆 藤田　章江 ふじた　あきえ

爲國　和也 中野　光恵 なかの　みつえ

楡井　沙恵 中野　雅宏 なかの　まさひろ

苅田　結光華 西村　紀 にしむら　おさむ

清水　太地 松井　裕華 まつい　ひろか

ダミアン 中原　千賀子 なかはら　ちかこ

竹田　昌史 古谷　京子 ふるたに　きょうこ

上野　由登 吉田　百合子 よしだ　ゆりこ

松本　英之 久米　みよ くめ　みよ

陶山　友樹 松原　とも子 まつばら　ともこ

川﨑　卓哉 宝田　直子 ほうだ　なおこ

原田　学 中筋　一美 なかすじ　かずみ

先生 ご出演者 ふりがな

角田　泰章 北口　恵津子 きたぐち　えつこ

櫛田　隆広 松本　真知 まつもと　まち

荻須　智広 山下　俊子 やました　としこ

島田　寛隆 藤田　章江 ふじた　あきえ

爲國　和也 落合　みつ子 おちあい　みつこ

円道　尚弥 長尾　厚子 ながお　あつこ

苅田　結光華 西村　紀 にしむら　おさむ

藤原　健太 西尾　和代 にしお　かずよ

園原　正和 前田　美代子 まえだ　みよこ

上野　由登 吉田　百合子 よしだ　ゆりこ

松本　英之 東　幹江 あずま　まりえ

陶山　友樹 松原　とも子 まつばら　ともこ

原田　淳平 井上　澄子 いのうえ　すみこ

川﨑　卓哉 宝田　直子 ほうだ　なおこ

原田　学 木原　一栄 きはら　かずえ

先生 ご出演者 ふりがな

土川　耕平 北尾　清子 きたお　きよこ

櫛田　隆広 橋本　季美枝 はしもと　すみえ

丸山　大樹 加納　万里子 かのう　まりこ

西井　雄紀 平島　貴美子 ひらしま　きみこ

円道　尚弥 谷本　京子 たにもと　きょうこ

正森　和也 栗原　康子 くりはら　やすこ

正谷　恒揮 藤井　麻理子 ふじい　まりこ

山先　充芳 山東　久子 さんとう　ひさこ

藤家　浩史 鶴崎　早江子 つるざき　さえこ

オープン　ベーシックルンバ

先生 ご出演者 ふりがな

土川　耕平 北尾　清子 きたお　きよこ

櫛田　隆広 秋　桜子 あき　さくらこ

西井　雄紀 平島　貴美子 ひらしま　きみこ

仲　清志 米田　朋子 よねだ　ともこ

白石　和也 宮川　雅代 みやがわ　まさよ

藤原　健太 吉田　都子 よしだ　くにこ

正森　和也 栗原　康子 くりはら　やすこ

竹内　友子 中井　康人 なかい　やすひと

山先　充芳 山東　久子 さんとう　ひさこ

藤家　浩史 鶴崎　早江子 つるざき　さえこ

オープン　ベーシックワルツ

オープン　ベーシックタンゴ

オープン　ベーシックチャチャチャ



先生 ご出演者 ふりがな

角田　泰章 彩木　千鶴 さいき　ちづる

林　秀明 伊藤　幸子 いとう　ゆきこ

白取　正浩 岩本　多佳子 いわもと　たかこ

櫛田　隆広 今井　清美 いまい　きよみ

丸山　大樹 湯浅　紀代美 ゆあさ　きよみ

浅村　慎太郎 童紅 どうべに

春名　梓 加野　裕太 かの　ゆうた

島田　寛隆 石川　喜久子 いしかわ　きくこ

爲國　和也 岡村　杏奈 おかむら　あんな

小堺　大士 八百板　恵子 やおいた　けいこ

仲秋　彰燿 福田　紀子 ふくだ　のりこ

田中　悠史 三井　美智代 みつい　みちよ

阪口　昌也 畠山　京子 はたけやま　きょうこ

大江　唯之 笹尾　陽子 ささお　ようこ

大前　有香 松尾　武 まつお　たけし

工藤　洋司 宮本　綾子 みやもと　あやこ

松本　英之 西島　あづみ にしじま　あづみ

藤田　洋平 千草　千恵美 ちぐさ　ちえみ

藤家　浩史 神戸　和子 かんべ　かずこ

山先　充芳 村上　康子 むらかみ　やすこ

山根　大征 辰巳　廣子 たつみ　ひろこ

オープン　バリエーションタンゴ

先生 ご出演者 ふりがな

林　秀明 前田　俶子 まえだ　よしこ

白取　正浩 脇門　孝子 わきかど　たかこ

櫛田　隆広 内山　和子 うちやま　かずこ

丸山　大樹 田村　輝子 たむら　てるこ

久保田　秀幸 大西　とみ子 おおにし　とみこ

仲　清志 米田　朋子 よねだ　ともこ

爲國　和也 岡村　杏奈 おかむら　あんな

白石　和也 徳川　厚子 とくがわ　あつこ

仲秋　彰燿 福田　紀子 ふくだ　のりこ

阪口　昌也 畠山　京子 はたけやま　きょうこ

大江　唯之 谷  英子 たに  えいこ

ダミアン 高橋　夏代 たかはし　かよ

工藤　洋司 宮本　綾子 みやもと　あやこ

桑重　輝幸 上田　幸恵 うえだ　ゆきえ

松本　英之 西島　あづみ にしじま　あづみ

陶山　友樹 中西　潤子 なかにし　じゅんこ

藤家　浩史 馬場　洋子 ばば　ようこ

藤家　繭 足立　治 あだち　おさむ

山先　充芳 村上　康子 むらかみ　やすこ

山根　大征 辰巳　廣子 たつみ　ひろこ

先生 ご出演者 ふりがな

角田　泰章 彩木　千鶴 さいき　ちづる

白取　正浩 多門　美津子 たもん　みつこ

菅　大輔 木元　亜友未 きもと　あゆみ

櫛田　隆広 堀　なち子 ほり　なちこ

丸山　大樹 田村　輝子 たむら　てるこ

島田　寛隆 王隠堂　智賀子 おういんどう　ちかこ

堂谷　祐介 森住　真弓 もりずみ　まゆみ

爲國　和也 小林　八恵 こばやし　やえ

仲秋　彰燿 岡田　恵子 おかだ　けいこ

阪口　昌也 畠山　京子 はたけやま　きょうこ

大江　唯之 上垣  佐代子 うえがき  さよこ

正森　和也 神薗　陽子 かみぞの　ようこ

松本　英之 松宮　みさお まつみや　みさお

陶山　友樹 三木　保美 みき　やすみ

藤田　洋平 糀谷　榮子 こうじたに　えいこ

竹内　浩司 中井　貴子 なかい　たかこ

藤家　浩史 馬場　洋子 ばば　ようこ

藤家　繭 足立　治 あだち　おさむ

清水　早紀 近藤　覚平 こんどう　かくへい

オープン　バリエーションワルツ

オープン　バリエーションスロー



先生 ご出演者 ふりがな

角田　泰章 彩木　千鶴 さいき　ちづる

林　秀明 坂本　美知子 さかもと　みちこ

白取　正浩 大谷　敬子 おおたに　けいこ

菅　大輔 中本　加代子 なかもと　かよこ

山下　稜太 藤田　美栄子 ふじた　みえこ

櫛田　隆広 清水　厚子 しみず　あつこ

爲國　和也 小林　八恵 こばやし　やえ

田中　悠史 松下　千秋 まつした　ちあき

大江　唯之 近江　弘美 おうみ  ひろみ

上野　由登 川西　紀美 かわにし　きみ

藤田　洋平 高橋　由紀恵 たかはし　ゆきえ

藤家　浩史 神戸　和子 かんべ　かずこ

先生 ご出演者 ふりがな

土川　耕平 山本　洋子 やまもと　ようこ

菅　大輔 弓倉　彩希 ゆみく　らさき

城　昌則 矢口　登紀子 やぐち　ときこ

櫛田　隆広 堀　なち子 ほり　なちこ

中村　耕 加藤　智音 かとう　ともね

西井　雄紀 松井　裕華 まつい　ひろか

仲　清志 星　幸子 ほし　ゆきこ

大木　誠一郎 福田　幸代 ふくだ　さちよ

宇治　鉄平 馬　艶萍 ま　いぇんぴん

大江　唯之 市川　典子 いちかわ　のりこ

正谷　恒揮 伊藤　結花里 いとう　ゆかり

宮崎　彰信 大石　富美子 おおいし　ふみこ

山口　隆久 山口　智美 やまぐち　ともみ

鶴田　八郎 鶴田　ソフィア つるた　ソフィア

先生 ご出演者 ふりがな

土川　耕平 西島　あづみ にしじま　あづみ

菅　大輔 稲井　美咲 いない　みさき

中村　耕 白川　真千子 しらかわ　まちこ

西井　雄紀 森　いづみ もり　いづみ

春名　梓 綿引　ゆき わたびき　ゆき

堂谷　祐介 武内　道 たけのうち　みち

白石　和也 宮川　雅代 みやがわ　まさよ

大木　誠一郎 福田　幸代 ふくだ　さちよ

宮崎　彰信 極楽寺　安津子 ごくらくじ　あつこ

先生 ご出演者 ふりがな

土川　耕平 柴崎　晴美 しばざき　はるみ

櫛田　隆広 今井　清美 いまい　きよみ

中村　耕 加藤　智音 かとう　ともね

西井　雄紀 樋口　直子 ひぐち　なおこ

春名　梓 綿引　ゆき わたびき　ゆき

堂谷　祐介 森住　真弓 もりずみ　まゆみ

宇治　鉄平 馬　艶萍 ま　いぇんぴん

円道　尚弥 長尾　厚子 ながお　あつこ

宮崎　彰信 大石　富美子 おおいし　ふみこ

白石　和也 真砂　佳美 まさご　よしみ

鶴田　八郎 鶴田　ソフィア つるた　ソフィア

オープン　バリエーションパソ

先生 ご出演者 ふりがな

土川　耕平 佐藤　由利子 さとう　ゆりこ

菅　大輔 高橋　早紀 たかはし　さき

西井　雄紀 川西　紀美 かわにし　きみ

仲　清志 星　幸子 ほし　ゆきこ

大木　誠一郎 福田　幸代 ふくだ　さちよ

辻本　千博 石川　香枝子 いしかわ　かえこ

宮崎　彰信 大石　富美子 おおいし　ふみこ

オープン　バリエーションクイック

オープン　バリエーションチャチャチャ

オープン　バリエーションサンバ

オープン　バリエーションルンバ


