
出 場 者 名 簿

癬

8 大原 紀子 大石  征史 スタジオダンスガーデンG・0

15 才福  ひろみ 片山  智彦 YMダンス教室

19 守石 美子 櫛田  隆広 スタジオダンスガーデンG・0

騒 号

22 重成 房子 小林  孝子 スタジオダンスガーデンG・0

34 鈴木 三千代 橋本 岡l スタジオダンスガーデンG・0

37 松村 いく子 原 田 淳平 ダンススクールステップ綱岡

Lベーシック (C) 6位4位3位2位1位 5位

背番号

4 山本 眸 岩永   博 イワナガダンスアカデミー

6 山本 晃子 円道 尚弥 ダンススタジオデボット

8 大原 紀子 大 石 征史 スタジオダンスガーデンG・0

12 中野 智美 岡本  一克 Dance Freedom

19 守石 美子 櫛田 隆広 スタジオダンスガーデンG,0

織

22 重成 房子 小林  孝子 スタジオダンスガーデンG。0

34 鈴木 三千代 橋本 岡」 スタジオダンスガーデンG・0

40 足 田 久美 松田 容典 オイカワタカアキダンススクール

44 小東  理恵 山下 大輔 ダンススタジオデポット

6位5位4位3位2位1位Lベーシック (R)

背番号

47 ヨヒそさ 靖子 児島 利子 児島ダンススクール

背番号

Lパリエーション 110歳以上 C  l位 2位 6位5位4位3位

騰

47 岸本 真由美 児島 利子 児島ダンススクール

背番号

Lパリエーション 110歳以上 S 1位 6位5位4位3位2位

鵠

5 宮尾 冨美子 者本 善治 ダンススタジオデボット

Lバリエーション 110歳以上 R l位 4位3位2位

背番号

7 沢田  信子 及川  隆明 オイカワタカアキダンススクール

5位 6位

背番号

23 矢口  登紀子 城 昌員u ダンス夢ファクトリー

25 畑中 エル子 玉井  英貴 ジャンティ

27 古荘   博 綱岡 美恵子 ダンススクールステップ綱岡

35 島岡 令子 早崎  太朗 ダンス夢ファクトリー芦屋

背番号

42 沢田  信子 森川  和也 オイカワタカアキダンススクール

43 平丼 康子 藪下 恭輔 ダンススタジオデポット

45 中   友子 山墨  雅人 淡路ダンス教室

Lパリエーションオープン C 1位 6位5位3位2位 4位

階

10 福 田 幸代 大木 誠一郎 淡路ダンス教室

27 古荘 博 綱岡 美恵子 ダンススクールステップ綱岡

33 加藤 智音 中村 耕 オイカワタカアキダンススクール

背番号

40 足 田 久美 松田  容典 オイカワタカアキダンススクール

45 中   友子 山田  雅人 淡路ダンス教室

46 吉田  まゆみ 隆志山本 ダンススクールダンディー

θ

Lパリエーションオープン S 1位 2位 3位 4位 5位 6位



畿

10 福田 幸 代 大木 誠―郎 淡路ダンス教室

18 岡   峰子 木村   勉 ビギンダンス教室

19 今丼 清 美 櫛田  隆広 スタジオダンスガーデンG・0

23 矢口 登紀子 城   昌則 ダンス夢ファクトリー

25 畑中 エリレ子 玉丼  英貴 ジャンティ

27 古荘   博 綱岡 美恵子 ダンススクールステップ綱岡

餓

32 内藤  幸子 中村 枝里香 Dance Resort Nakamurand

33 加藤  智音 中村   耕 オイカワタカアキダンススクール

34 鈴木 三千代 橋本   覇」スタジオダンスガーデンG・0

35 島岡  令子 早崎  太朗 ダンス夢ファクトリー芦屋

43 平丼  康子 藪下  恭輔 ダンススタジオデポット

45 中   友子 山田  雅人 淡路ダンス教室

Lパリエーションオープン R

背番号

8 坂本 恵美子 大石  征史 スタジオダンスガーデンG・0

田淵 享子 岡田  大輔 Dance Labo D&」

12 増田  佳子 岡本  一克 Dance Freedom

15 池野 あけみ 片山  智彦 YMダンス教室

16 菊丼  智明 川崎  卓哉 AZ dance studio

19 重成  房子 櫛田  隆広 スタジオダンスガーデンG・0

背番号

24 北畠  昭二 新寄  真弓 丸山ダンススクール

34 池田 美智子 橋本   国」スタジオダンスガーデンG・0

36 井澤 喜代子 林   秀明 キムラダンススクール

38 堀   由美 藤家  浩史 桜丼ダンスアカデミー

39 加藤  智音 藤田  洋平 オイカワタカアキダンススクール

STベーシック (W)

背番号

8 坂本 恵美子 大石  征史 スタジオダンスガーデンG・0

田淵  享子 岡田  大輔 Dance Labo D&」

12 増田  佳子 岡本  一克 Dance Freedom

13 堤   晴代 奥村  昌克 ナラサキダンスアカデミー

14 二宗  明恵 小倉  瑛次 ビギンダンス教室

15 池野 あけみ 片山  智彦 YMダンス教室

16 菊丼  智明 川崎  卓哉 AZ dance studio

播

17 疋田 美代子 菊地  隆文 オイカワタカアキダンススクール

19 重成  房子 櫛田  隆広 スタジオダンスガーデンG・0

21 北谷  靖子 児島   貢 児島ダンススクール

34 池田 美智子 橋本   国」スタジオダンスガーデンG・0

38 堀   由美 藤家  浩史 桜井ダンスアカデミー

39 Dll藤   智音 藤田  洋平 オイカワタカアキダンススクール

STベーシック (T)

背番号

1 伊藤  純子 芦北  雅行 芦北教室

3 後藤  安江 今里  清幸 ハッピーダンス

4 山本   眸 岩永   博 イワナガダンスアカデミー

背番号

34 池田 美智子 橋本   国」スタジオダンスガーデンG・0

41 田尻   博 富尾  紀子 丸山ダンススクール

50 武  佳奈子 小田  康麿 ダンススクールソフィア

STパ リエーション 120歳以上 W  l位

背番号

1 鈴木  徳子 壼戸 雅行 芦北教室

3 後藤  安江 今里  清幸 八ッピーダンス

背番号

34 池田 美智子 橋本   国」スタジオダンスガーデンG・0

41 田尻   博 宮尾  紀子 丸山ダンススクール

STバ リエーション 120歳以上 T

イ

背番号

12 田中  高子 岡本  一克 Dance Freedom

20 千葉 智行 児島  利子 児島ダンススクール

34 池田 美智子 橋本   国」スタジオダンスガーデンG・0

背番号

48 永野  一男 綱岡 美恵子 ダンススクールステップ綱岡

50 武  佳奈子 康麿」ヽ田 ダンススクールソフィア

STパリエーション 120歳以上 F l位 2位 3位 4位 5位 6位



騒 号

2 丼口 悦子 東   将司 プロムナードダンスアカデミー

9 上垣 佐代子 大江  唯之 ダンススクールステップ綱岡

山田  典子 岡田  大輔 Dance Labo ED&」

14 ・
一

ホ 明恵 小倉  瑛次 ビギンダンス教室

16 久本 純子 川崎  卓哉 AZ dance studio

17 備前 智恵子 菊地  隆文 オイカワタカアキダンススクール

18 岡   峰子 木村 勉 ビギンダンス教室

19 今井  清美 櫛田  隆広 スタジオダンスガーデンG・0

26 平山  彰次 石井  沙耶 ジヤンテイ

28 樋口  直子 徳山 努 ビギンダンス教室

騒 号

29 上野 やえこ 長岡 圭次郎 ナガオカダンスアカデミー

30 桑原 秀樹 中田  晴花 オイカワタカアキダンススクール

31 猪原 博之 中西  貴子 ナラサキダンスアカデミー

34 清鶴 陽子 橋本 国」 スタジオダンスガーデンG・0

37 大谷 孝子 原田  淳平 ダンススクールステップ綱岡

38 堀   由美 藤家  浩史 桜井ダンスアカデミー

41 田尻 博 富尾  紀子 丸山ダンススクール

45 山本 陽子 山田  雅人 淡路ダンス教室

49 竹内 誠 新寄  真弓 丸山ダンススクール

STパリエーションオープン W 1位 6位5位4位3位2位

背番号

2 井口  悦子 東 将司 プロムナードダンスアカデミー

9 上垣 佐代子 大 江 唯之 ダンススクールステップ綱岡

山田  輿子 岡 田 大輔 Dance Labo D&」

12 増田  佳子 岡本  一克 Dance Freedom

14 古川  照子 小倉  瑛次 ビギンダンス教室

19 今丼  清美 櫛圏  隆広 スタジオダンスガーデンG・ 0

25 高見  浩子 玉丼  英貴 ジヤンティ

鵬

28 樋口  直子 徳山 努 ビギンダンス教室

30 桑原  秀樹 中国  晴花 オイカワタカアキダンススクール

34 清鶴  陽子 橋本 岡」 スタジオダンスガーデンG・0

37 住田 すまこ 原田  淳平 ダンススクールステップ綱岡

38 堀   由美 藤家  浩史 桜井ダンスアカデミー

41 田尻 博 富尾  紀子 丸山ダンススクール

45 山本  陽子 山田  雅人 淡路ダンス教室

STバリエーションオープン T 1位 6位5位鈍3位2位

講

2 丼口  悦子 東   将司 プロムナードダンスアカデミー

8 大原 紀子 大石   征史 スタジオダンスガーデンG・0

中島 美佐子 岡田  大輔 Dance Labo D&」

14 三笹  静香 小倉  瑛次 ビギンダンス教室

19 守石 美子 櫛田  隆広 スタジオダンスガーデンG・0

24 北畠  昭二 新寄  真弓 丸山ダンススクール

28 樋回  直子 徳山 努 ビギンダンス教室

背番号

29 上野 やえこ 長岡 圭次郎 ナガオカダンスアカデミー

30 桑原  秀橿 中田 晴花 オイカワタカアキダンススクール

31 猪原  博之 中西  貴子 ナラサキダンスアカデミー

34 清鶴  陽子 橋本 岡」 スタジオダンスガーデンG・0

36 井澤 喜代子 林 秀明 キムラダンススクール

38 堀 由美 藤家  浩史 桜井ダンスアカデミー

45 山本  陽子 山田  雅人 淡路ダンス教室

STバリエーションオープン F 1位 6位5位4位3位2位

5


