チ ー ム マ ッ チ 出 場 選 手 一 覧 表
【タイガー戦】

背番号

チーム名

1

ダンス・ロマエ

2

コルシカ

3

真夜中のカルメン

4

チーム 四天王

5

「お嬢様 ダンスのお時間です」

6

ジャスミン

7

チーム・ディズニー

8

奴はとんでもないものを
盗んでゆきました。

9

シンデレラ

10

チーム ハッピー

11

タイム虎ベル

Ｗ
Ｒ
山下 翔 ／二宮カヨコ
高倉 遼汰 ／玉井 見佳
戸田 功 ／戸田美加子
河村 明偉 ／滝川 葵
國田 慎弥 ／竹本 愛美
鷲東 智徳 ／冨田美由紀
三村三喜男 ／三村 政江
草間 隆志 ／草間 孝子
秋山 貴紀 ／三浦 静華
秋吉 慎也 ／林 真由
長谷川 崇 ／新井 季子
櫻井大二郎 ／櫻井麻知代
後藤 萊夢 ／上野 心花
青木 崇佳 ／加藤 久子
衛藤 拓也 ／小池 理紗
三輪 裕之 ／石川 愛弓
伊藤 誠治 ／髙澤 孝子
岡本 幹正 ／久保実穂子
野村 和夫 ／西脇 良子
土屋 寛治 ／白石 倫子
髙橋 弘光 ／可知 佐予
上村 昇 ／馬場 千尋

Ｔ
Ｃ
野口 慎一 ／梅村 優子
古田 康晴 ／谷口 彩子
草本 和馬 ／草本 洋子
柴田 宏二 ／加藤恵利子
小栗 歩 ／花井 志帆
内田 万成 ／森 浩美
丹野 吉道 ／丹野いづみ
二宮 淳行 ／石黒延美子
伴 朋樹 ／石井 里沙
奥薗 信人 ／渡辺美奈子
臼井 勇輔 ／中島由利加
坂口 貴俊 ／生田 桃子
小辻 治雄 ／坂本ひとみ
安藤 安夫 ／上野 清美
林 大悟 ／伊藤麻由子
堀 翔太 ／平良早耶花
二宮 由行 ／渡邉 紗代
岸本 崇志 ／糟谷 美湖
古塚 正覚 ／鈴木 理子
宇野 幸男 ／本田久仁子
山本 拓典 ／松山さゆり
髙橋 竜太 ／村瀬 果穂

チ ー ム マ ッ チ 出 場 選 手 一 覧 表
【イーグル戦】

背番号
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

チーム名
東海ゴールデンイーグルス
オーロラ姫
コルシカ Ｂ
ちゐむ大正浪漫
チーム ゴロニャン
Ｔａｒｚａｎ'ｓ
アリエル
１２時のネバーランド
ディズニーＡ
ルパンと不二子と
はじめての社交ダンス

チーム イブニャン
マハラジャ リターンズ
チームＭＴＤ
平成最古のハムナプトラ
ティンカーベル
コルシカ Ａ
ウォーリーはここだ J
ディズニーＢ
アリス
ギリシャッセ神話
チーム ビビアン
バニーガールカーニバル

ＷＴ
小栗 歩 ／谷口 彩子
臼井 勇輔 ／中島由利加
戸田 功 ／戸田美加子
秋吉 慎也 ／鈴木沙永子
丹野 吉道 ／丹野いづみ
野口 慎一 ／戸崎 真由
長谷川 崇 ／田辺るみ子
古田 康晴 ／森 浩美
後藤 萊夢 ／上野 心花
奥薗 信人 ／冨田美由紀
古塚 正覚 ／鈴木 理子
鷲東 智徳 ／林 真由
瀧口 諒太 ／金子 仁美
内田 万成 ／眞田 英里
岸本 崇志 ／糟谷 美湖
草本 和馬 ／草本 洋子
髙橋 弘光 ／鈴木 ゆか
小辻 治雄 ／坂本ひとみ
二宮 由行 ／渡邉 紗代
林 大悟 ／伊藤麻由子
三村三喜男 ／三村 政江
堀 翔太 ／平良早耶花

ＲＣ
秋山 貴紀 ／二宮カヨコ
櫻井大二郎 ／櫻井麻知代
柴田 宏二 ／加藤恵利子
山下 翔 ／三浦 静華
草間 隆志 ／草間 孝子
佐藤秀一郎 ／石井 里沙
坂口 貴俊 ／生田 桃子
高倉 遼汰 ／花井 志帆
安藤 安夫 ／上野 清美
國田 慎弥 ／梅村 優子
宇野 幸男 ／本田久仁子
伴 朋樹 ／竹本 愛美
片山翔太朗 ／山中 栞
西尾 文孝 ／永冶 栄子
伊藤 誠治 ／蟹江 淳子
河村 明偉 ／滝川 葵
髙橋 竜太 ／近藤 綾子
青木 崇佳 ／加藤 久子
岡本 幹正 ／久保実穂子
上村 昇 ／村瀬 果穂
二宮 淳行 ／石黒延美子
三輪 裕之 ／石川 愛弓

チ ー ム マ ッ チ 出 場 選 手 一 覧 表
【モダン戦】
背番号
51

チーム名
Ｊジェンヌ薔薇組公演
～ベルサイユの舞踏～

52

ベル

53

オズの魔法使い

54

コルシカ

55

ニーハオ. 醤油拉麺

56

チーム ルイ君

57

新世代にグーテンターク

58

まぶだち～ず

59

神々のあそび

60

シンデレラーズ・スリー

61

ビビディ・バビディ・ブー

62

チーム ポヨ

63

燃えよドラゴンダンス

Ｗ

Ｔ

林 真由 ／高崎 弥生
古田 康晴 ／梅村 優子
櫻井大二郎 ／沖中香州恵
伊藤 誠治 ／髙澤 孝子
西尾 文孝 ／森 浩美
小栗 歩 ／二宮カヨコ
草本 和馬 ／草本 洋子
戸田 功 ／戸田美加子
山下 翔 ／渡辺美奈子
秋山 貴紀 ／谷口 彩子
野村 和夫 ／西脇 良子
伊藤 成輝 ／葛原ゆき子
高倉 遼汰 ／玉井 見佳
野口 慎一 ／冨田美由紀
塩野谷禮吉 ／牧野 正子
細川 準一 ／宮下加代子
三輪 裕之 ／小池 理紗
衛藤 拓也 ／石川 愛弓
岸本 崇志 ／糟谷 美湖
岡本 幹正 ／久保実穂子
山本 拓典 ／馬場 千尋
髙橋 弘光 ／鈴木 ゆか
三村三喜男 ／三村 政江
田中 寛 ／小山 順子
可知 佐予 ／松山さゆり
上村 昇 ／村瀬 果穂

奥薗 信人 ／眞田 英里

F

長谷川 崇 ／新井 季子
内田 万成 ／永冶 栄子
柴田 宏二 ／加藤恵利子
鈴木沙永子 ／花井 志帆
古塚 正覚 ／鈴木 理子
國田 慎弥 ／石井 里沙
波切 高治 ／白井 靖子
林 大悟 ／平良早耶花
二宮 由行 ／渡邉 紗代
髙橋 竜太 ／近藤 綾子
丹野 吉道 ／丹野いづみ
堀 翔太 ／伊藤麻由子

