
ダンシングギャラクシー京都-Ⅱ 主管 ＪＣＦ京都支局

平成２４年 ８月１９日（日）　ＫＢＳ京都大ホール

プロフェッショナル出場選手名簿 （８月１４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 級 所属県

1 光田　晋 水本　美穂 イシバシケンタダンススタジオ Ａ 福岡

2 川本　慶拓 川本　やちこ ダンススタジオ カワモト Ａ 京都

3 野田　康博 丁井　淑美 Dance Studio NODA Ｂ 徳島

4 新木　稔 新木　美香 幸村ダンススクール Ａ 兵庫

5 中川　真仁 横井　まりね 矢部行英ダンスカンパニー Ａ 栃木

6 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 Ａ 滋賀

7 杭田　智昭 杭田　宏美 Ａ 広島

8 藤原　全史 増田　恵実 サードダンススクール Ａ 東京

9 松田　時和 山崎　紫 ダンススクール ロイヤル Ａ 石川

10 白川　一彦 中　すみ子 Ｓ＆Ｎダンスアカデミー Ｄ 大阪

11 渡部　真之 渡部　倫子 幸村ダンススクール Ａ 兵庫

12 喜多田　芳起 細田　千代 京橋ダンススクール Ａ 大阪

13 岩佐　晃次 若木　敬子 スタジオ･ワン Ａ 京都

14 横山　公法 横山　芙美 ケヅカテツオダンスアカデミー/スズキイチローダンスアカデミーＡ 東京

15 澤田　和之 清岡　千明 ダンススタジオ ＶＯＷ Ａ 大阪

16 神山　裕一 坂本　真理子 カミヤマダンスカンパニー Ｂ 長崎

17 武智　厚樹 古下　千鶴 ＡＴダンススタジオ Ａ 大阪

18 小野　大輔 中村　佳菜 サードダンススクール Ａ 東京

19 岡　成和 岡　由華 オカ･ダンススタジオ Ａ 徳島

20 浪下　博主 金居　陽子 Ｎａｍｉ　ダンススタジオ Ａ 愛媛

21 杉嶋　浩和　 小柳　麻里 ECHO DANCE COMPANY Ａ 京都

22 大津宮　潤一 ヴィクトリア ダンススタジオ神戸 Ｃ 兵庫

23 越川　真人 越川　民子 コシカワダンススクール Ａ 茨城

24 山中　利通 山中　麻貴 幸村ダンススクール Ａ 兵庫

25 池澤　大輔 長谷川　千洋 エレガンスダンス総合学院 Ａ 京都

26 藤原　稔久 後藤　美保 藤原ダンススクール Ｂ 兵庫

27 富田　宗嗣 富田　陽子 トミタボールルームダンスアカデミー Ａ 福岡

28 東　晋一 東　耀子 アドバンス･ダンス･スタジオ Ａ 京都

 選手名



ＢＣ級 ＷＦ
番号 勤務教室 級 所属県

3 野田　康博 丁井　淑美 Dance Studio NODA Ｂ 徳島

16 神山　裕一 坂本　真理子 カミヤマダンスカンパニー Ｂ 長崎

22 大津宮　潤一 ヴィクトリア ダンススタジオ神戸 Ｃ 兵庫

26 藤原　稔久 後藤　美保 藤原ダンススクール Ｂ 兵庫

31 筒塩　一馬 安藤　千恵 レッツダンスヒラタ Ｄ 岡山

32 山本　淳夫 鈴木　未佳 ステップいまり Ｃ 高知

33 松本　慎也 松本　京子 ダンススタジオ オズ Ｃ 京都

34 山口　勝功 岩井　和江 幸村ダンススクール Ｃ 兵庫

35 中野　裕介 濱田　和子 チャンススポーツダンスクラブ Ｃ 高知

36 安藤　稔　 岩橋　千枝子 Ｂ 岐阜

37 隅田　康光 犀川　優 Ｃ 岡山

38 手塚　忍 石川　忍 手塚ダンススタジオ Ｄ 東京

39 伊藤　幹雄 伊藤　貞子 伊藤Ｍ＆Ｓダンススタジオ Ｃ 福井

40 近藤　敏行　 高橋　寿子 ダンススタジオ スイングアート Ｂ 岡山

Ｄ級 ＷＴ
番号 勤務教室 級 所属県

10 白川　一彦 中　すみ子 Ｓ＆Ｎダンスアカデミー Ｄ 大阪

31 筒塩　一馬 安藤　千恵 レッツダンスヒラタ Ｄ 岡山

42 葛目　浩二 葛目　由紀 Ｄ 高知

43 矢野　泰裕 矢野　千津子 矢野ダンス教室 Ｄ 大阪

44 山田　健太 真田　ミキ ダンス教室 赤い靴 Ｄ 滋賀

オープン ＣＳＲＰ（Ｊ）
番号 勤務教室 級 所属県

51 細目　恭弘 武本　理絵 サード・ダンススクール Ａ 東京

52 野田　和総 川辺　香津子 野田和総ダンススクール Ｂ 京都

53 光田　晋 水本　美穂 イシバシケンタダンススタジオ Ａ 福岡

54 川本　慶拓 川本　やちこ ダンススタジオ カワモト Ａ 京都

55 中川　真仁 横井　まりね 矢部行英ダンスカンパニー Ａ 栃木

56 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 Ａ 滋賀

57 藤原　全史 増田　恵実 サードダンススクール Ａ 東京

58 渡部　真之 渡部　倫子 幸村ダンススクール Ａ 兵庫

59 横山　公法 横山　芙美 ケヅカテツオダンスアカデミー/スズキイチローダンスアカデミーＡ 東京

60 澤田　和之 清岡　千明 ダンススタジオ ＶＯＷ Ａ 大阪

 選手名

 選手名

 選手名



61 浪下　博主 金居　陽子 Ｎａｍｉ　ダンススタジオ Ａ 愛媛

62 山中　利通 山中　麻貴 幸村ダンススクール Ａ 兵庫

63 手塚　忍 石川　忍 手塚ダンススタジオ Ａ 東京

64 前田　晃弘 樫原　千香子 Ｄ 兵庫

65 新屋敷　善史 山本　玲子 コジマダンスアカデミー Ａ 岡山

66 中村　将太 中村　雪 S＆Ｙナカムラダンススタジオ Ａ 山口

67 村上　拓人 松村　明日香 エレガンスダンス総合学院/村上ダンススタジオ Ｂ 京都

68 槇　建大郎 福吉　由利子 イシカワヒロユキダンススタジオ Ａ 東京

69 鍵本　浩也 森谷　恵子 コジマダンスアカデミー Ａ 岡山

70 野生須　智史 丸山　文 手塚ダンススタジオ Ｂ 東京

71 松田　弘伺 松田　亜矢 Dance Studio Zone Ａ 京都

72 大塚　出 安齋　沙織 タマオキトモヒロダンススクール Ａ 東京

ライジング ＳＲ
番号 勤務教室 級 所属県

50 岡　真由 宮口　彩 幸村ダンススクール Ｃ 兵庫

52 野田　和総 川辺　香津子 野田和総ダンススクール Ｂ 京都

53 光田　晋 水本　美穂 イシバシケンタダンススタジオ Ａ 福岡

54 川本　慶拓 川本　やちこ ダンススタジオ カワモト Ａ 京都

64 前田　晃弘 樫原　千香子 Ｄ 兵庫

65 新屋敷　善史 山本　玲子 コジマダンスアカデミー Ａ 岡山

66 中村　将太 中村　雪 S＆Ｙナカムラダンススタジオ Ａ 山口

67 村上　拓人 松村　明日香 エレガンスダンス総合学院/村上ダンススタジオ Ｂ 京都

69 鍵本　浩也 森谷　恵子 コジマダンスアカデミー Ａ 岡山

70 野生須　智史 丸山　文 手塚ダンススタジオ Ｂ 東京

73 鏡　陽司 椿井　三千代 鏡陽司ダンススタジオ Ｂ 東京

74 松田　時和 山崎　紫 ダンススクール ロイヤル Ａ 石川

75 松本　慎也 松本　京子 ダンススタジオ オズ Ｃ 京都

マスターズ ＷＴ
番号 勤務教室 級 所属県

10 白川　一彦 中　すみ子 Ｓ＆Ｎダンスアカデミー Ｄ 大阪

32 山本　淳夫 鈴木　未佳 ステップいまり Ｃ 高知

39 伊藤　幹雄 伊藤　貞子 伊藤Ｍ＆Ｓダンススタジオ Ｃ 福井

42 葛目　浩二 葛目　由紀 Ｄ 高知

43 矢野　泰裕 矢野　千津子 矢野ダンス教室 Ｄ 大阪

 選手名

 選手名


