
チームマッチ出場選手一覧表

【タイガー戦】

加藤　真一 ／竹内女久美 後藤　秀行 ／樋口　直子

山本　英貴 ／石垣　瑞穂 恒川　実夫 ／新井　季子

若曽根保雄 ／堀場　利子 森　眞市 ／鈴木　理子

土屋　寛治 ／白石　倫子 草間　隆志 ／草間　孝子

藤澤　博 ／江坂真理子 鈴木　彰 ／佐藤　芳子

細川　準一 ／宮下加代子 神藤　正己 ／竹田　玉城

峰　裕一 ／椿原絵里加 工藤　博史 ／戸谷　文子

高山　瑞喜 ／今井　美歩 中原　好友 ／村木　絵美

鈴木　正明 ／松尾ひろ子 栗添　明 ／鈴木　秀江

田母神　顕 ／田母神博美 山本　信一 ／益田　敦子

岩本　進 ／小山　順子 田中　寛 ／加藤真理子

宇野　幸男 ／本田久仁子 松本　博 ／増田　鈴子

高橋　弘光 ／杉本　佳織 秋保　祐太 ／鯉江　彩加

吉野　智昭 ／秋田　彩花 安藤　孝之 ／池田　祥子

前野　宏明 ／奥田紗依子 臼井　勇輔 ／田島　聖子

高木　芳幸 ／竹島久美子 伊藤　誠治 ／蟹江　淳子

【イーグル戦】

背番号 チーム名 教室名・サークル名

21 ベル・チーム サークル シンデレラ 加藤　真一 ／加茂　知保 山本　英貴 ／永井　佳織

22 ベーシック・ダンス・クラブ ２ ベーシック ダンス クラブ 栗添　明 ／鈴木　秀江 田母神　顕 ／田母神博美

23 ごろにゃんチーム ｶﾄｳﾉﾌﾞﾋﾄﾀﾞﾝｽｱｶﾃﾞﾐｰ 岩本　進 ／小山　順子 宇野　幸男 ／本田久仁子

24 ラプンツェル・チーム サークル シンデレラ 工藤　博史 ／戸谷　文子 恒川　実夫 ／新井　季子

25 ルイ君チーム ｶﾄｳﾉﾌﾞﾋﾄﾀﾞﾝｽｱｶﾃﾞﾐｰ 森　眞市 ／鈴木　理子 土屋　寛治 ／白石　倫子

26 Jumpin' Jive　ＭＩＸ Jumpin' Jive 秋保　祐太 ／鯉江　彩加 阪倉　穂堂 ／秋田　彩花

27 アリエル・チーム サークル シンデレラ 前野　宏明 ／奥田紗依子 中原　好友 ／村木　絵美

28 チーム ココにゃん ｶﾄｳﾉﾌﾞﾋﾄﾀﾞﾝｽｱｶﾃﾞﾐｰ 田中　寛 ／加藤真理子 松本　博 ／増田　鈴子

29 カワチ ハニー ｶﾜﾁ総合ﾀﾞﾝｽｱｶﾃﾞﾐｰ 安田　瑞樹 ／高木まどか 鳥居　勝男 ／城殿芙美子

30 ジャスミン・チーム サークル シンデレラ 後藤　秀行 ／樋口　直子 高田　瑞喜 ／山崎　留美

31 チーム ポヨ ｶﾄｳﾉﾌﾞﾋﾄﾀﾞﾝｽｱｶﾃﾞﾐｰ 若曽根保雄 ／堀場　利子 草間　隆志 ／草間　孝子

32 Team オザキ オザキダンススタジオ 成瀬　英俊 ／秋山　淳子 竹川　守 ／佐野　澄子

33 オーロラ姫・チーム サークル シンデレラ 峰　裕一 ／椿原絵里加 二宮　由行 ／鬼塚　優衣

34 チーム めいちゃん ｶﾄｳﾉﾌﾞﾋﾄﾀﾞﾝｽｱｶﾃﾞﾐｰ 服部　勇夫 ／服部　厚子 加藤　賢治 ／福島　聖美

ＷＴ ＲＣ

7 Jumpin' Jive　ＳＴＡＲ Jumpin' Jive　

8 シンデレラ・チーム サークル シンデレラ

5 ベーシック・ダンス・クラブ １ ベーシック ダンス クラブ

6 KNDダンシングチーム ｶﾄｳﾉﾌﾞﾋﾄﾀﾞﾝｽｱｶﾃﾞﾐｰ

3 まぶだち～ず マブチダンススクール

4 ティンカーベル・チーム サークル シンデレラ

1 アリス・チーム サークル シンデレラ

2 チーム 四天王 ｶﾄｳﾉﾌﾞﾋﾄﾀﾞﾝｽｱｶﾃﾞﾐｰ

背番号 チーム名 教室名・サークル名
Ｗ Ｔ

Ｒ Ｃ



チームマッチ出場選手一覧表

【モダン戦】

高橋　弘光 ／杉本　佳織 黒田　敦也 ／池田　祥子

安藤　貴洋 ／鵜飼　恵里

若曽根保雄 ／堀場　利子 田中　寛 ／加藤真理子

岩本　進 ／小山　順子

粕谷　善六 ／矢橋やす子 山村　孝夫 ／野末きよ子

塩野谷禮吉 ／牧野　正子

三村三喜男 ／三村　政江 山田　修 ／牧　千恵子

服部　勇夫 ／服部　厚子

久田　東 ／高橋　洋子 榊原　恒夫 ／水野　和子

鶴巻登志男 ／大串　春子

増田　貞夫 ／上北　道代 森　眞市 ／鈴木　理子

近藤　泰典 ／磯村　真由

熊崎　幸男 ／松本　式子 平井　捷治 ／横山　富子

本山　光生 ／山下　和子
47 春日井サボーン アシザワダンススクール

45 くぅ～たん タナカダンススクール

46 チーム イブちゃん ｶﾄｳﾉﾌﾞﾋﾄﾀﾞﾝｽｱｶﾃﾞﾐｰ

43 まぶだち～ず ２ マブチダンススクール

44 ハッピーチーム ｶﾄｳﾉﾌﾞﾋﾄﾀﾞﾝｽｱｶﾃﾞﾐｰ

41 Jumpin' Jive ＭＯＤＥＲＮ Jumpin' Jive

42 チーム ビビアン ｶﾄｳﾉﾌﾞﾋﾄﾀﾞﾝｽｱｶﾃﾞﾐｰ

背番号 チーム名 教室名・サークル名
Ｗ Ｔ
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