
ダンシングギャラクシー兵庫 主管 ＪＣＦ兵庫支局

平成２６年 １０月２６日（日）　　兵庫県立総合体育館

アマチュア出場選手名簿 （１０月２３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Ｅ級（Ｃ／Ｒ）、Ｄ級（Ｒ）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 塩田　裕彰 塩田　利果 大阪 Ａ

2 松林　勝 藤　めぐみ 滋賀 Ａ

3 川口　貢 松本　美恵子 大阪 Ａ

4 小西　英男 小西　ケティー 兵庫 Ａ

5 嶋岡　孝重 林　美佐子 大阪 Ａ

6 加藤　修久 加藤　裕子 大阪 Ａ

Ｂ級 ＷＴＦ
番号 所属県 級

7 笹岡　千海 笹岡　麗子 大阪 Ｂ

8 服部　篤志 高木　多依 愛知 Ｂ

9 福井　信一 村瀬　和江 京都 Ｂ

10 中山　義幸 冨永　孝子 大阪 Ｂ

11 瀧本　義行 岩佐　英子 京都 Ｂ

12 小川　陽一 小川　智津子 兵庫 Ｂ

13 佐藤　幸治 日高　和子 大阪 Ｃ

14 古川　泰義 川瀬　美恵子 大阪 Ｃ

18 奥田　秀人 出水　美津子 大阪 Ｃ

24 木村　昇 木村　節子 大阪 Ｃ

25 葉良　満夫 西本　洋子 大阪 Ｃ

Ｃ級 ＷＦ
番号 所属県 級

13 佐藤　幸治 日高　和子 大阪 Ｃ

14 古川　泰義 川瀬　美恵子 大阪 Ｃ

 選手名

 選手名

 選手名



15 巣立　博明 滝下　幸栄 京都 Ｃ

16 島　詩郎 島　京子 大阪 Ｃ

17 大坪　昭市 来田　延子 兵庫 Ｃ

18 奥田　秀人 出水　美津子 大阪 Ｃ

19 寺井　正信 寺井　裕美 京都 Ｃ

20 高松　浩二 仲　一美 大阪 Ｃ

21 坂東　弘章 坂東　昭子 徳島 Ｃ

22 樋口　昌弘 樋口　セツ子 大阪 Ｃ

23 藤田　隆 金廣　百合子 京都 Ｃ

24 木村　昇 木村　節子 大阪 Ｃ

25 葉良　満夫 西本　洋子 大阪 Ｃ

26 井上　秀翼 山下　春美 大阪 Ｄ

27 西川　範之 西田　彩乃 兵庫 Ｄ

ＤＥ級 Ｗ
番号 所属県 級

27 西川　範之 西田　彩乃 兵庫 Ｄ

28 上村　健一 上村　絹代 高知 Ｄ

29 岸本　馨 小川　和子 京都 Ｄ

31 藤井　正章 野村　佳子 大阪 Ｅ

32 中野　修 野坂　ツヤ子 兵庫 Ｅ

ＤＥ級 Ｔ
番号 所属県 級

26 井上　秀翼 山下　春美 大阪 Ｄ

27 西川　範之 西田　彩乃 兵庫 Ｄ

28 上村　健一 上村　絹代 高知 Ｄ

29 岸本　馨 小川　和子 京都 Ｄ

31 藤井　正章 野村　佳子 大阪 Ｅ

32 中野　修 野坂　ツヤ子 兵庫 Ｅ

マスターズ Ｗ／Ｔ
番号 所属県 級

17 大坪　昭市 来田　延子 兵庫 Ｃ

31 藤井　正章 野村　佳子 大阪 Ｅ

ＡＢ級 ＣＳＲ
番号 所属県 級

41 塩田　裕彰 塩田　利果 大阪 Ａ

 選手名

 選手名

 選手名

 選手名



42 高松　浩二 仲　一美 大阪 Ｂ

43 中村　友治 岡本　智子 京都 Ｃ

Ｃ級 ＳＲ
番号 所属県 級

43 中村　友治 岡本　智子 京都 Ｃ

44 嶋岡　孝重 林　美佐子 大阪 Ｃ

45 島　詩郎 島　京子 大阪 Ｃ

46 井上　秀翼 山下　春美 大阪 Ｄ

Ｄ級 Ｃ
番号 所属県 級

46 井上　秀翼 山下　春美 大阪 Ｄ

47 上村　健一 上村　絹代 高知 Ｄ

Ｕ－３０ Ｗ／Ｔ／Ｆ／Ｑ
番号 所属県

51 田部　涼太 松井　彩夏 岡山

52 西田　一博 森本　早紀 大阪

53 津村　歩希 大崎　友里恵 岡山

54 志水　智和 三輪　加奈実 岡山

55 野路　草太 秋田　桃佳 大阪

56 安武　新一郎 石倉　悠 岡山

57 澤井　拓 祖父江　由季 岡山

58 内海　翔 高橋　美沙 大阪

59 塚元　雅士 金澤　文恵 岡山

60 萩本　惇史 岡本　祐里 岡山

61 中森　暢孝 鈴木　理紗 大阪

62 満畑　開 朝倉　優子 岡山

63 腰前　伸圭 脇本　みづき 兵庫

64 山口　拓朗 中村　円香 岡山

Ｕ－３０ Ｃ／Ｓ／Ｒ／Ｐ
番号 所属県

71 長尾　憲司朗 伊藤　愛優美 岡山

72 加藤　創佑 平岡　史衣 兵庫

73 大津　裕貴 魚住　千尋 岡山

74 久保　透 槙田　真千子 岡山

75 山本　紘希 田中　桃子 兵庫

 選手名

 選手名

 選手名

 選手名



76 門屋　亮平 吉田　実樹 岡山

77 山下　聡真 坂本　有実 岡山

78 栗原　拓海 谷本　苑子 兵庫

79 福居　誠二 大平　早紀 岡山

80 藤本　純平 守本　早希 岡山

81 津田　和人 菊　瑞希 兵庫

82 槌田　知恭 佐藤　晴香 岡山

83 田中　慎吾 張本　静子 兵庫


