
ダンシングギャラクシー京都-Ⅱ 主管 ＪＣＦ京都支局

平成２６年 ３月９日（日）　ガレリアかめおか

プロフェッショナル出場選手名簿 （３月３日現在）

名簿公開後のキャンセルについては、キャンセル料（全額）を頂きます。

既に振込み済みの場合にも、返金は致しません。ご了承下さい。

オープン ＷＴ（Ｖ）ＦＱ
番号 勤務教室 所属県 級

1 杭田　智昭 杭田　宏美 ＴＨボールルームアカデミー 広島 A

2 山口　直紀 吉村　安矢 IKEDA DANCE SPACE 三重 Ａ

3 喜多田　芳起 細田　千代 京橋ダンススクール 大阪 Ａ

4 岩佐　晃次 若木　敬子 イワサコウジ・ダンスアカデミー 京都 Ａ

10 藤原　稔久 後藤　美保 藤原ダンススクール 兵庫 Ａ

11 東　晋一 東　耀子 アドバンス･ダンス･スタジオ 京都 Ａ

13 浪下　博主 金居　陽子 Ｎａｍｉ　ダンススタジオ 愛媛 Ａ

14 渡部　真之 渡部　倫子 幸村ダンススクール 兵庫 Ａ

15 小坂　誠介 小坂　千尋 小坂誠介ダンススタジオ 岡山 Ｄ

30 川本　慶拓 川本　やちこ ダンススタジオ カワモト 京都 Ａ

33 杉嶋　浩和　 小柳　麻里 ECHO　DANCE　COMPANY 京都 Ａ

34 近藤　敏行　 高橋　寿子 ダンススタジオ スイングアート 岡山 Ａ

35 大村　隼 大村　素子 京橋ダンススクール 大阪 Ａ

36 岡本　直久 岡本　幸佳 チャンススポーツダンスクラブ 高知 Ａ

37 奥野　功士 本田　和代 滋賀ボールルームダンススクール/スタジオワイズ 滋賀 Ａ

38 池澤　大輔 長谷川　千洋 CO.,CO エレガンスダンス総合学院 京都 Ａ

西部ライジング ＴＦ
番号 勤務教室 所属県 級

4 岩佐　晃次 若木　敬子 イワサコウジ・ダンスアカデミー 京都 Ａ

10 藤原　稔久 後藤　美保 藤原ダンススクール 兵庫 Ａ

11 東　晋一 東　耀子 アドバンス･ダンス･スタジオ 京都 Ａ

13 浪下　博主 金居　陽子 Ｎａｍｉ　ダンススタジオ 愛媛 Ａ

14 渡部　真之 渡部　倫子 幸村ダンススクール 兵庫 Ａ

15 小坂　誠介 小坂　千尋 小坂誠介ダンススタジオ 岡山 Ｄ

20 山本　淳夫 鈴木　未佳 高知 Ｃ

21 田嶋　昭雄 堤　和代 ダンス工房・タジマ 兵庫 Ｄ

22 吉田　洋一 饗場　きよ好 長浜ヨシダダンス教室 滋賀 Ｄ

 選手名

 選手名



23 坂井　省仁 丹原　雅美 コジマダンスアカデミー 岡山 Ｄ

24 筒塩　一馬 安藤　千恵 レッツダンスヒラタ 岡山 Ｃ

29 伊藤　幹雄 伊藤　貞子 伊藤Ｍ＆Ｓダンススタジオ 福井 Ｂ

30 川本　慶拓 川本　やちこ ダンススタジオ カワモト 京都 Ａ

33 杉嶋　浩和　 小柳　麻里 ECHO　DANCE　COMPANY 京都 Ａ

34 近藤　敏行　 高橋　寿子 ダンススタジオ スイングアート 岡山 Ａ

ＣＤ級 ＷＴ
番号 勤務教室 所属県 級

15 小坂　誠介 小坂　千尋 小坂誠介ダンススタジオ 岡山 Ｄ

20 山本　淳夫 鈴木　未佳 高知 Ｃ

21 田嶋　昭雄 堤　和代 ダンス工房・タジマ 兵庫 Ｄ

22 吉田　洋一 饗場　きよ好 長浜ヨシダダンス教室 滋賀 Ｄ

23 坂井　省仁 丹原　雅美 コジマダンスアカデミー 岡山 Ｄ

24 筒塩　一馬 安藤　千恵 レッツダンスヒラタ 岡山 Ｃ

45 山口　勝功 岩井　和江 幸村ダンススクール 兵庫 Ｃ

46 鍵本　浩也 森谷　恵子 コジマダンスアカデミー／ダンススタジオ夏木 岡山 Ｄ

47 野田　和総 川辺　香津子 野田和総ダンススクール 京都 Ｃ

48 新屋敷　善史 山本　玲子 Shinyashiki Dance Study 岡山 Ｄ

オープン ＣＳＲＰ（Ｊ）
番号 勤務教室 所属県 級

50 浪下　博主 金居　陽子 Ｎａｍｉ　ダンススタジオ 愛媛 Ａ

51 渡部　真之 渡部　倫子 幸村ダンススクール 兵庫 Ａ

53 小坂　誠介 小坂　千尋 小坂誠介ダンススタジオ 岡山 Ｄ

54 川本　慶拓 川本　やちこ ダンススタジオ カワモト 京都 Ａ

57 奥野　功士 本田　和代 滋賀ボールルームダンススクール/スタジオワイズ 滋賀 Ａ

58 鍵本　浩也 森谷　恵子 コジマダンスアカデミー／ダンススタジオ夏木 岡山 Ａ

59 野田　和総 川辺　香津子 野田和総ダンススクール 京都 Ｂ

60 新屋敷　善史 山本　玲子 Shinyashiki Dance Study 岡山 Ｂ

64 前田　晃弘 樫原　千香子 名谷ダンススタジオ 兵庫 Ｄ

65 武内　要 新川　樹音 シンカワダンススタジオ 長崎 Ａ

66 澤田　和之 清岡　千明 ダンススタジオ ＶＯＷ 大阪 Ａ

67 岡　真由 宮口　彩 幸村ダンススクール 兵庫 Ａ

マスターズ ＷＴ
番号 勤務教室 所属県 級

20 山本　淳夫 鈴木　未佳 高知 Ｃ

 選手名

 選手名

 選手名



21 田嶋　昭雄 堤　和代 ダンス工房・タジマ 兵庫 Ｄ

22 吉田　洋一 饗場　きよ好 長浜ヨシダダンス教室 滋賀 Ｄ


