
ダンシングギャラクシー兵庫 主管 ＪＣＦ兵庫支局

平成２７年 １０月２５日（日）　　兵庫県立総合体育館

アマチュア出場選手名簿 （１０月１９日現在）

※ボールルームＤ級（Ｔ）は中止、ＤＥ混合級（Ｔ）で実施します。

※ラテンＤ級（Ｃ）は中止です。

追加出場申込み、受け付けています

アマ Ａ級 ＷＴＦＱ
番号 所属県 級

1 栗林　幸範 左雲　和子 大阪 Ａ

2 堅田　治雄 堅田　菅 高知 Ａ

3 竹内　厚人 竹内　妙子 大阪 Ａ

4 小西　英男 小西　ケティー 兵庫 Ａ

5 加藤　修久 加藤　裕子 大阪 Ａ

6 多田羅　洋 多田羅　美弥子 香川 Ａ

8 川口　和希 福田　恵璃馨 滋賀 学

アマ Ｂ級 ＷＴＦ
番号 所属県 級

8 川口　和希 福田　恵璃馨 滋賀 学

9 笹岡　千海 笹岡　麗子 大阪 Ｂ

15 木村　康弘 福井　芳子 香川 Ｃ

16 高梨　邦弘 田中　佳津子 鳥取 Ｂ

17 高松　浩二 仲　一美 大阪 Ｃ

19 野上　勝 平井　由紀子 岡山 Ｃ

20 榎本　隆 丸本　輝恵 大阪 Ｃ

21 小川　陽一 小川　智津子 兵庫 Ｂ

22 養父　規幸 養父　啓子 滋賀 Ｃ

23 福井　信一 村瀬　和江 京都 Ｂ

24 奥田　秀人 出水　美津子 大阪 Ｃ

25 宮澤　一郎 古川　直美 滋賀 Ｂ

26 巣立　博明 滝下　幸栄 京都 Ｃ

27 伊藤　隆夫 吉本　登代子 徳島 Ｃ

28 河﨑　正雄 西元　ひとみ 京都 Ｂ

29 藤田　秀樹 中山　和美 岡山 Ｃ

30 嶌岡　勲 守屋　仁紀子 奈良 Ｂ

 選手名

 選手名



40 竹井　芳紀 竹井　真樹子 大阪 Ｅ

アマ Ｃ級 ＷＦ
番号 所属県 級

10 古川　泰義 川瀬　美恵子 大阪 Ｃ

11 大坪　昭市 来田　延子 兵庫 Ｃ

12 島　詩郎 島　京子 大阪 Ｃ

13 梅本　学 武部　美都枝 滋賀 Ｃ

14 井上　彰 酒井　晶子 大阪 Ｄ

15 木村　康弘 福井　芳子 香川 Ｃ

17 高松　浩二 仲　一美 大阪 Ｃ

19 野上　勝 平井　由紀子 岡山 Ｃ

20 榎本　隆 丸本　輝恵 大阪 Ｃ

22 養父　規幸 養父　啓子 滋賀 Ｃ

24 奥田　秀人 出水　美津子 大阪 Ｃ

26 巣立　博明 滝下　幸栄 京都 Ｃ

27 伊藤　隆夫 吉本　登代子 徳島 Ｃ

29 藤田　秀樹 中山　和美 岡山 Ｃ

31 樋口　昌弘 樋口　セツ子 大阪 Ｃ

32 井上　茂 井上　民子 岡山 Ｃ

33 葉良　満夫 西本　洋子 大阪 Ｃ

34 角　幸一 角　知恵美 鳥取 Ｃ

35 小林　繁夫 小林　信子 兵庫 Ｄ

アマ Ｄ級 Ｗ
番号 所属県 級

14 井上　彰 酒井　晶子 大阪 Ｄ

35 小林　繁夫 小林　信子 兵庫 Ｄ

37 大橋　孝雄 日笠　礼子 岡山 Ｅ

アマ ＤＥ級 Ｔ
番号 所属県 級

35 小林　繁夫 小林　信子 兵庫 Ｄ

37 大橋　孝雄 日笠　礼子 岡山 Ｅ

38 山田　稔實 中林　弘子 島根 Ｅ

39 日下　一朗 日下　さくら 香川 Ｅ

40 竹井　芳紀 竹井　真樹子 大阪 Ｅ

 選手名

 選手名

 選手名



アマ Ｅ級 Ｗ
番号 所属県 級

37 大橋　孝雄 日笠　礼子 岡山 Ｅ

38 山田　稔實 中林　弘子 島根 Ｅ

39 日下　一朗 日下　さくら 香川 Ｅ

アマ マスターズ Ｗ／Ｔ
番号 所属県 級

6 多田羅　洋 多田羅　美弥子 香川

11 大坪　昭市 来田　延子 兵庫

アマ ＡＢ級 ＣＳＲ
番号 所属県 級

41 森　信樹 森　さかき 京都 Ａ

42 田中　慎吾 張本　静子 兵庫 Ｂ

43 木村　和也 木村　栄子 三重 Ａ

44 小田　剛 入江　渚 島根 Ａ

45 高松　浩二 仲　一美 大阪 Ｂ

47 養父　規幸 養父　啓子 滋賀 Ｃ

51 吉野　嵩大 西道　梨絵子 兵庫 Ｄ

52 竹井　芳紀 竹井　真樹子 大阪 Ｄ

アマ Ｃ級 ＳＲ
番号 所属県 級

47 養父　規幸 養父　啓子 滋賀 Ｃ

48 栗林　幸範 左雲　和子 大阪 Ｃ

49 野上　勝 平井　由紀子 岡山 Ｃ

50 日下　一朗 日下　さくら 香川 Ｃ

アマ Ｄ級 Ｒ
番号 所属県 級

51 吉野　嵩大 西道　梨絵子 兵庫 Ｄ

52 竹井　芳紀 竹井　真樹子 大阪 Ｄ

53 大橋　孝雄 日笠　礼子 岡山 Ｅ

アマ Ｅ級 Ｃ
番号 所属県 級

53 大橋　孝雄 日笠　礼子 岡山 Ｅ

54 小林　繁夫 小林　信子 兵庫 Ｅ

 選手名

 選手名

 選手名

 選手名

 選手名

 選手名



55 山田　稔實 中林　弘子 島根 Ｅ

アマ Ｅ級 Ｒ
番号 所属県 級

53 大橋　孝雄 日笠　礼子 岡山 Ｅ

54 小林　繁夫 小林　信子 兵庫 Ｅ

55 山田　稔實 中林　弘子 島根 Ｅ

アマ Ｕ－３０ Ｗ／Ｔ／Ｆ／Ｑ
番号 所属県

61 永田　祐昌 石倉　悠 岡山

62 前川　泰亮 細見　祐佳 大阪

63 下田　敬太郎 三輪　加奈美 岡山

64 木村　隆史 福元　香南 大阪

65 橋本　遥 新田　恵子 岡山

66 西田　一博 森本　早紀 大阪

67 清水　涼 藤目　美優 岡山

68 野路　草太 木野　菜穂 大阪

69 中島　翔 徳岡　沙紀 岡山

70 岡村　康平 松本　侑季 大阪

71 酒井　大地 山上　詩織 岡山

72 山高　大志 中村　真由 大阪

73 吉田　樹史 日野　亜寿実 岡山

74 衣川　大樹 稲福　歩実 大阪

75 高原　漠 植谷　奏里 岡山

76 長井　仁悟 横田　眞衣 大阪

77 満畑　開 朝倉　優子 岡山

78 須田　翔太 徳永　保希 大阪

アマ Ｕ－３０ Ｃ／Ｓ／Ｒ／Ｐ
番号 所属県

81 茂谷　侑太朗 渡辺　真梨奈 兵庫

82 榎　正樹 三村　恵未 岡山

83 田中　慎吾 張本　静子 兵庫

84 福居　誠二 大平　早紀 岡山

85 楠見　健人 宮田　知佳 兵庫

86 小田　剛 入江　渚 島根

87 伊藤　輝志 松宮　有希 兵庫

 選手名

 選手名

 選手名



88 触井園　啓 須谷　和歌子 岡山

89 大城　将人 上田　亜寿奈 兵庫

90 瀬尾　達也 中島　晴佳 岡山

91 井上　滉太 矢野　歩 兵庫

92 吉野　嵩大 西道　梨絵子 兵庫

93 森浦　大貴 藤原　李子 大阪

※８６と９２は、ＣＳＲのみ


