
山陽ダンス選手権大会

平成２６年 ５月３日（土・祝）　岡山コンベンションセンター

アマチュア出場選手名簿 （４月３０日現在）

※ボールルームＥ級（Ｗ／Ｔ）は中止、ＤＥ混合級（Ｗ／Ｔ）で実施します。

※ラテンＡＢ級とＥ級（Ｃ）は中止です。

追加出場申込み、受け付けています

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。

Ａ級 ＷＴＦＱ
番号 所属県 級

1 多田羅　洋 多田羅　美弥子 香川 Ａ

2 松本　邦彦 元石　哲子 広島 Ａ

3 髙橋　史篤 額田　真知 岡山 Ａ

4 矢野　政明 須田　郁子 山口 Ｂ

5 松村　芳信 三吉　喜久代 山口 Ｂ

Ｂ級 ＷＴＦ
番号 所属県 級

4 矢野　政明 須田　郁子 山口 Ｂ

5 松村　芳信 三吉　喜久代 山口 Ｂ

6 工藤　隆 森本　寛江 岡山 Ｂ

7 中内　隆 中内　寿恵 高知 Ｂ

8 嶋岡　孝重 林　美佐子 大阪 Ｂ

10 上野　雄貴 伊藤　成海 大阪 Ｃ

31 久保山　勝 杉野　きみ子 香川 Ｃ

32 片山　敏男 片山　ちづる 山口 Ｃ

Ｃ級 ＷＦ
番号 所属県 級

10 上野　雄貴 伊藤　成海 大阪 Ｃ

11 菊山　勝則 田邉　渚乙美 岡山 Ｃ

12 木村　康弘 福井　芳子 香川 Ｃ

13 船原　正孝 船原　香代子 広島 Ｃ

14 藤田　秀樹 中山　和美 岡山 Ｃ

15 田尾　義明 嶋谷　三恵子 広島 Ｃ
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 選手名



16 徳　憲一 各務　美佳 岡山 Ｄ

17 大村　俊幸 松田　由利子 山口 Ｄ

18 野上　勝 平井　由紀子 岡山 Ｄ

25 上野　元稀 辻　千穂 福岡 Ｅ

27 浜川　嵩流 瀧口　響 徳島 Ｄ

29 井上　茂 井上　民子 岡山 Ｃ

31 久保山　勝 杉野　きみ子 香川 Ｃ

32 片山　敏男 片山　ちづる 山口 Ｃ

ＤＥ級 Ｗ
番号 所属県 級

16 徳　憲一 各務　美佳 岡山 Ｄ

17 大村　俊幸 松田　由利子 山口 Ｄ

18 野上　勝 平井　由紀子 岡山 Ｄ

19 福家　正明 森田　節子 香川 Ｄ

20 杉原　尚示 滝澤　菊絵 岡山 Ｄ

21 二宮　武 宮道　都 愛媛 Ｄ

22 嶋田　省吾 嶋田　雅美 岡山 Ｄ

23 角　幸一 角　知恵美 鳥取 Ｄ

24 江藤　壽昭 江藤　美智子 岡山 Ｄ

25 上野　元稀 辻　千穂 福岡 Ｅ

26 石田　正和 坂本　スエ子 岡山 Ｅ

ＤＥ級 Ｔ
番号 所属県 級

16 徳　憲一 各務　美佳 岡山 Ｄ

17 大村　俊幸 松田　由利子 山口 Ｄ

18 野上　勝 平井　由紀子 岡山 Ｄ

19 福家　正明 森田　節子 香川 Ｄ

20 杉原　尚示 滝澤　菊絵 岡山 Ｄ

21 二宮　武 宮道　都 愛媛 Ｄ

22 嶋田　省吾 嶋田　雅美 岡山 Ｄ

23 角　幸一 角　知恵美 鳥取 Ｄ

24 江藤　壽昭 江藤　美智子 岡山 Ｄ

25 上野　元稀 辻　千穂 福岡 Ｅ

26 石田　正和 坂本　スエ子 岡山 Ｅ

27 浜川　嵩流 瀧口　響 徳島 Ｄ

28 高森　茂 徳永　まさ子 岡山 Ｄ
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Ｄ級 Ｆ
番号 所属県 級

16 徳　憲一 各務　美佳 岡山 Ｄ

17 大村　俊幸 松田　由利子 山口 Ｄ

18 野上　勝 平井　由紀子 岡山 Ｄ

19 福家　正明 森田　節子 香川 Ｄ

20 杉原　尚示 滝澤　菊絵 岡山 Ｄ

25 上野　元稀 辻　千穂 福岡 Ｅ

Ｃ級 ＣＳ
番号 所属県 級

40 嶋岡　孝重 林　美佐子 大阪 Ｃ

41 上野　雄貴 伊藤　成海 大阪 Ｃ

42 高森　茂 徳永　まさ子 岡山 Ｃ

43 中内　隆 中内　寿恵 高知 Ｃ

44 二宮　武 宮道　都 愛媛 Ｃ

45 福家　正明 森田　節子 香川 Ｄ

61 浜川　嵩流 瀧口　響 徳島 Ｃ

Ｄ級 Ｃ／Ｒ
番号 所属県 級

45 福家　正明 森田　節子 香川 Ｄ

46 野上　勝 平井　由紀子 岡山 Ｄ

47 石田　正和 坂本　スエ子 岡山 Ｅ

Ｅ級 Ｒ
番号 所属県 級

47 石田　正和 坂本　スエ子 岡山 Ｅ

48 徳　憲一 各務　美佳 岡山 Ｅ

49 嶋田　省吾 嶋田　雅美 岡山 Ｅ

Ｕ－３０ Ｗ／Ｔ／Ｆ／Ｑ
番号 所属県

71 楠　和輝 横山　三鈴

72 髙橋　史篤 額田　真知

73 吉田　樹史 日野　亜寿美

74 萩本　惇史 岡本　祐里

75 明治　達也 片岡　尚
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76 中島　翔 徳岡　沙紀

77 満畑　開 朝倉　優子

78 山口　拓朗 中村　円香

79 松永　明 川内　晴香

80 志水　智和 三輪　加奈実

81 高原　漠 植谷　秦里

82 田部　涼太 松井　彩夏

83 津村　歩希 大崎　友里恵

84 塚元　雅士 金澤　文恵

85 安武　新一郎 石倉　悠

86 谷中　賀翔 日隈　千瑛

Ｕ－３０ Ｃ／Ｓ／Ｒ／Ｐ
番号 所属県

41 上野　雄貴 伊藤　成海 ※Ｐは無し

51 触井園　啓 兒島　朋子

52 塩本　凌士 七條　由衣

53 藤本　純平 守本　早希

54 福井　誠二 大平　早紀

55 瀬尾　達也 世羅　めぐみ

56 金子　弘汰 横谷　沙樹

57 長尾　憲司朗 伊藤　愛優美

58 久保　透 槙田　真千子

59 丹澤　彰人 境　奈緒子

60 山下　聡真 坂本　有実

61 浜川　嵩流 瀧口　響

62 楠　和輝 横山　三鈴

63 熊谷　洋平 近藤　紗吏
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