
競技№ １，９ 競技区分 ８ 競技名

第１ヒート

背番号 34 39 44

ｳｴﾀﾞ ｼｭｳｲﾁ ｷﾑﾗ ﾏｻｵﾐ ｻｶﾓﾄ ﾖｼｶｽﾞ

上田　修一 木村　政臣 坂本　義一

ｺｳｻﾞﾜ ﾐﾂｺ ﾖﾈｻﾞﾜ ﾐﾂﾖ ﾌﾙﾓﾄ ｶｽﾞｺ

神澤　みつ子 米澤　三代 古本　和子

第２ヒート

背番号 35 44 48

ﾑﾗﾀ ｾﾂｺ ｻｶﾓﾄ ﾖｼｶｽﾞ ｺｶﾞ ﾄﾓｱｷ

村田　節子 坂本　義一 古閑　朋昭

ﾐｽﾞｶﾐ ﾏﾘｺ ｸﾄﾞｳ ﾐｶｺ ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾐ

水上　まり子 工藤　みか子 中村　香澄

リーダー

パートナー

競 技 案 内 票

スーパーシニア・ルンバ　戦

リーダー

パートナー

 



競技№ ２，１０ 競技区分 ７ 競技名

第１ヒート

背番号 34 39 44

ｳｴﾀﾞ ｼｭｳｲﾁ ｷﾑﾗ ﾏｻｵﾐ ｻｶﾓﾄ ﾖｼｶｽﾞ

上田　修一 木村　政臣 坂本　義一

ｺｳｻﾞﾜ ﾐﾂｺ ﾖﾈｻﾞﾜ ﾐﾂﾖ ﾌﾙﾓﾄ ｶｽﾞｺ

神澤　みつ子 米澤　三代 古本　和子

第２ヒート

背番号 35 44 48

ﾑﾗﾀ ｾﾂｺ ｻｶﾓﾄ ﾖｼｶｽﾞ ｺｶﾞ ﾄﾓｱｷ

村田　節子 坂本　義一 古閑　朋昭

ﾐｽﾞｶﾐ ﾏﾘｺ ｸﾄﾞｳ ﾐｶｺ ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾐ

水上　まり子 工藤　みか子 中村　香澄

リーダー

パートナー

競 技 案 内 票

スーパーシニア・チャチャチャ　戦

リーダー

パートナー

 

 



競技№ ３，１１ 競技区分 ４ 競技名

第１ヒート

背番号 31 33 37 40 43 45 46 49

ﾌｸﾀﾞ ｹﾝｼﾞ ﾓﾘｻｷ ﾄｼﾉﾘ ﾄｸﾅｶﾞ ｾｲｽｹ ｳﾁﾔﾏ ｼｮｳｲﾁ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ ｿﾉﾀﾞ ｼﾛｳ ｵｵﾂｶ ｶｽﾞｱｷ ｷﾀｸﾞﾁ ﾅｶﾞﾋﾛ

福田　健二 森崎　俊範 徳永　清祐 内山　昇一 谷口　正弘 園田　史郎 大塚　和昭 北口　長廣

ｶﾏｸﾗ　ｱｷｴ ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｺ ﾌｸｼﾏ ﾃﾙﾐ ｲﾜｼﾀ ﾐﾎ ｼﾓｶﾜ ﾄﾐｺ ｸﾄﾞｳ ﾐｶｺ ｲﾎﾘ ﾖｳｺ ｵｶﾑﾗ ｶﾖｺ

鎌倉　秋江 斉藤　和子 福島　照美 岩下　美保 下川　富美子 工藤　みか子 井堀　養子 岡村　佳代子

第２ヒート

背番号 32 37 40 41 43 45 47 49

ﾂｶﾓﾄ ﾋｻｼ ﾄｸﾅｶﾞ ｾｲｽｹ ｳﾁﾔﾏ ｼｮｳｲﾁ ｷｸｶﾜ ｹｲｼﾞ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ ｿﾉﾀﾞ ｼﾛｳ ｶﾈｺ ﾐﾂｱｷ ｷﾀｸﾞﾁ ﾅｶﾞﾋﾛ

塚本　壽 徳永　清祐 内山　昇一 菊川　啓爾 谷口　正弘 園田　史郎 金子　充明 北口　長廣

ﾐﾔﾓﾄ ｼｹﾞｺ ﾖｼﾊﾗ ﾖｼｺ ﾌｸｼﾏ ﾃﾙﾐ ｶﾄﾞｵｶ ｸﾆﾖ ﾖﾈｵｶ ｶｽﾞﾖ ﾌﾙﾓﾄ ｶｽﾞｺ ﾆﾉﾐﾔ ｼｹﾞｺ ﾏﾂﾑﾗ ｴｲｺ

宮本　繁子 吉原　良子 福島　照美 門岡　国代 米岡　和代 古本　和子 二宮　成子 松村　栄子

リーダー

パートナー

競 技 案 内 票

ロイアルシニア・ルンバ　戦

リーダー

パートナー

 

 



競技№ ４，１２ 競技区分 ３ 競技名

第１ヒート

背番号 31 37 38 41 43 45 47 49

ﾌｸﾀﾞ ｹﾝｼﾞ ﾄｸﾅｶﾞ ｾｲｽｹ ﾅｶｶﾞﾜ ｼｮｳｼﾞﾛｳ ｷｸｶﾜ ｹｲｼﾞ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ ｿﾉﾀﾞ ｼﾛｳ ｶﾈｺ ﾐﾂｱｷ ｷﾀｸﾞﾁ ﾅｶﾞﾋﾛ

福田　健二 徳永　清祐 中川　捷治郎 菊川　啓爾 谷口　正弘 園田　史郎 金子　充明 北口　長廣

ｶﾏｸﾗ　ｱｷｴ ｲﾜｼﾀ ﾐﾎ ｵｶﾞﾀ ｺｽﾞｴ ｶﾄﾞｵｶ ｸﾆﾖ ﾖﾈｵｶ ｶｽﾞﾖ ﾌﾙﾓﾄ ｶｽﾞｺ ﾆﾉﾐﾔ ｼｹﾞｺ ﾏﾂﾑﾗ ｴｲｺ

鎌倉　秋江 岩下　美保 緒方　こず枝 門岡　国代 米岡　和代 古本　和子 二宮　成子 松村　栄子

第２ヒート

背番号 33 37 40 43 45 46 49 #N/A

ﾓﾘｻｷ ﾄｼﾉﾘ ﾄｸﾅｶﾞ ｾｲｽｹ ｳﾁﾔﾏ ｼｮｳｲﾁ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ ｿﾉﾀﾞ ｼﾛｳ ｵｵﾂｶ ｶｽﾞｱｷ ｷﾀｸﾞﾁ ﾅｶﾞﾋﾛ #N/A

森崎　俊範 徳永　清祐 内山　昇一 谷口　正弘 園田　史郎 大塚　和昭 北口　長廣 #N/A

ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｺ ﾏﾁﾀﾞ ﾋｻｺ ﾌｸｼﾏ ﾃﾙﾐ ｼﾓｶﾜ ﾄﾐｺ ｸﾄﾞｳ ﾐｶｺ ｲﾎﾘ ﾖｳｺ ｵｶﾑﾗ ｶﾖｺ #N/A

斉藤　和子 町田　久子 福島　照美 下川　富美子 工藤　みか子 井堀　養子 岡村　佳代子 #N/A

リーダー

パートナー

競 技 案 内 票

ロイアルシニア・チャチャチャ　戦

リーダー

パートナー

 

 



競技№ １７，２５ 競技区分 ５ 競技名

第１ヒート

背番号 35 36 39 44

ﾑﾗﾀ ｾﾂｺ ｳｵｽﾞﾐ ﾄｵﾙ ｷﾑﾗ ﾏｻｵﾐ ｻｶﾓﾄ ﾖｼｶｽﾞ

村田　節子 魚住　融 木村　政臣 坂本　義一

ﾐｽﾞｶﾐ ﾏﾘｺ ｺｳｻﾞﾜ ﾐﾂｺ ｻｶｲ ｶｽﾞｺ ﾌﾙﾓﾄ ｶｽﾞｺ

水上　まり子 神澤　みつ子 坂井　和子 古本　和子

第２ヒート

背番号 34 39 44 48

ｳｴﾀﾞ ｼｭｳｲﾁ ｷﾑﾗ ﾏｻｵﾐ ｻｶﾓﾄ ﾖｼｶｽﾞ ｺｶﾞ ﾄﾓｱｷ

上田　修一 木村　政臣 坂本　義一 古閑　朋昭

ｺｳｻﾞﾜ ﾐﾂｺ ﾖﾈｻﾞﾜ ﾐﾂﾖ ｸﾄﾞｳ ﾐｶｺ ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾐ

神澤　みつ子 米澤　三代 工藤　みか子 中村　香澄

リーダー

パートナー

競 技 案 内 票

スーパーシニア・ワルツ　戦

リーダー

パートナー

 

 



競技№ １８，２６ 競技区分 ６ 競技名

第１ヒート

背番号 35 36 39 44

ﾑﾗﾀ ｾﾂｺ ｳｵｽﾞﾐ ﾄｵﾙ ｷﾑﾗ ﾏｻｵﾐ ｻｶﾓﾄ ﾖｼｶｽﾞ

村田　節子 魚住　融 木村　政臣 坂本　義一

ﾐｽﾞｶﾐ ﾏﾘｺ ｺｳｻﾞﾜ ﾐﾂｺ ｻｶｲ ｶｽﾞｺ ﾌﾙﾓﾄ ｶｽﾞｺ

水上　まり子 神澤　みつ子 坂井　和子 古本　和子

第２ヒート

背番号 34 39 44 48

ｳｴﾀﾞ ｼｭｳｲﾁ ｷﾑﾗ ﾏｻｵﾐ ｻｶﾓﾄ ﾖｼｶｽﾞ ｺｶﾞ ﾄﾓｱｷ

上田　修一 木村　政臣 坂本　義一 古閑　朋昭

ｺｳｻﾞﾜ ﾐﾂｺ ﾖﾈｻﾞﾜ ﾐﾂﾖ ｸﾄﾞｳ ﾐｶｺ ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾐ

神澤　みつ子 米澤　三代 工藤　みか子 中村　香澄

リーダー

パートナー

競 技 案 内 票

スーパーシニア・タンゴ　戦

リーダー

パートナー

 

 



競技№ １９，２７ 競技区分 １ 競技名

第１ヒート

背番号 31 37 40 42 45 47

ﾌｸﾀﾞ ｹﾝｼﾞ ﾄｸﾅｶﾞ ｾｲｽｹ ｳﾁﾔﾏ ｼｮｳｲﾁ ｲｼﾐﾈ ﾀｶｼ ｿﾉﾀﾞ ｼﾛｳ ｶﾈｺ ﾐﾂｱｷ

福田　健二 徳永　清祐 内山　昇一 伊志嶺　隆 園田　史郎 金子　充明

ｶﾏｸﾗ　ｱｷｴ ﾌｸﾊﾗ ﾃﾙｺ ﾌｸｼﾏ ﾃﾙﾐ ﾓﾄｳ ﾅﾂｺ ｸﾄﾞｳ ﾐｶｺ ﾆﾉﾐﾔ ｼｹﾞｺ

鎌倉　秋江 福原　テル子 福島　照美 茂藤　なつ子 工藤　みか子 二宮　成子

第２ヒート

背番号 32 37 41 43 45 49

ﾂｶﾓﾄ ﾋｻｼ ﾄｸﾅｶﾞ ｾｲｽｹ ｷｸｶﾜ ｹｲｼﾞ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ ｿﾉﾀﾞ ｼﾛｳ ｷﾀｸﾞﾁ ﾅｶﾞﾋﾛ

塚本　壽 徳永　清祐 菊川　啓爾 谷口　正弘 園田　史郎 北口　長廣

ﾐﾔﾓﾄ ｼｹﾞｺ ﾖﾈｻﾞﾜ ﾐﾂﾖ ｶﾄﾞｵｶ ｸﾆﾖ ｼﾓｶﾜ ﾄﾐｺ ﾌﾙﾓﾄ ｶｽﾞｺ ｵｶﾑﾗ ｶﾖｺ

宮本　繁子 米澤　三代 門岡　国代 下川　富美子 古本　和子 岡村　佳代子

第３ヒート

背番号 33 38 42 43 46 49

ﾓﾘｻｷ ﾄｼﾉﾘ ﾅｶｶﾞﾜ ｼｮｳｼﾞﾛｳ ｲｼﾐﾈ ﾀｶｼ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ ｵｵﾂｶ ｶｽﾞｱｷ ｷﾀｸﾞﾁ ﾅｶﾞﾋﾛ

森崎　俊範 中川　捷治郎 伊志嶺　隆 谷口　正弘 大塚　和昭 北口　長廣

ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｺ ﾏﾁﾀﾞ ﾋｻｺ ﾏｴｶﾜ ﾕｷｴ ﾖﾈｵｶ ｶｽﾞﾖ ｲﾎﾘ ﾖｳｺ ﾏﾂﾑﾗ ｴｲｺ

斉藤　和子 町田　久子 前川　幸枝 米岡　和代 井堀　養子 松村　栄子

リーダー

パートナー

競 技 案 内 票

ロイアルシニア・ワルツ　戦

リーダー

パートナー

リーダー

パートナー

 



競技№ ２０，２８ 競技区分 ２ 競技名

第１ヒート

背番号 31 37 38 42 43 46 49

ﾌｸﾀﾞ ｹﾝｼﾞ ﾄｸﾅｶﾞ ｾｲｽｹ ﾅｶｶﾞﾜ ｼｮｳｼﾞﾛｳ ｲｼﾐﾈ ﾀｶｼ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ ｵｵﾂｶ ｶｽﾞｱｷ ｷﾀｸﾞﾁ ﾅｶﾞﾋﾛ

福田　健二 徳永　清祐 中川　捷治郎 伊志嶺　隆 谷口　正弘 大塚　和昭 北口　長廣

ｶﾏｸﾗ　ｱｷｴ ｵｶﾞﾀ ｺｽﾞｴ ﾌｸﾊﾗ ﾃﾙｺ ﾏｴｶﾜ ﾕｷｴ ﾖﾈｵｶ ｶｽﾞﾖ ｲﾎﾘ ﾖｳｺ ﾏﾂﾑﾗ ｴｲｺ

鎌倉　秋江 緒方　こず枝 福原　テル子 前川　幸枝 米岡　和代 井堀　養子 松村　栄子

第２ヒート

背番号 32 37 40 42 45 47

ﾂｶﾓﾄ ﾋｻｼ ﾄｸﾅｶﾞ ｾｲｽｹ ｳﾁﾔﾏ ｼｮｳｲﾁ ｲｼﾐﾈ ﾀｶｼ ｿﾉﾀﾞ ｼﾛｳ ｶﾈｺ ﾐﾂｱｷ

塚本　壽 徳永　清祐 内山　昇一 伊志嶺　隆 園田　史郎 金子　充明

ﾐﾔﾓﾄ ｼｹﾞｺ ｶﾄﾞｵｶ ｸﾆﾖ ﾌｸｼﾏ ﾃﾙﾐ ﾓﾄｳ ﾅﾂｺ ｸﾄﾞｳ ﾐｶｺ ﾆﾉﾐﾔ ｼｹﾞｺ

宮本　繁子 門岡　国代 福島　照美 茂藤　なつ子 工藤　みか子 二宮　成子

第３ヒート

背番号 33 38 41 43 45 49

ﾓﾘｻｷ ﾄｼﾉﾘ ﾅｶｶﾞﾜ ｼｮｳｼﾞﾛｳ ｷｸｶﾜ ｹｲｼﾞ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ ｿﾉﾀﾞ ｼﾛｳ ｷﾀｸﾞﾁ ﾅｶﾞﾋﾛ

森崎　俊範 中川　捷治郎 菊川　啓爾 谷口　正弘 園田　史郎 北口　長廣

ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｺ ﾏﾁﾀﾞ ﾋｻｺ ｶﾄﾞｵｶ ｸﾆﾖ ｼﾓｶﾜ ﾄﾐｺ ﾌﾙﾓﾄ ｶｽﾞｺ ｵｶﾑﾗ ｶﾖｺ

斉藤　和子 町田　久子 門岡　国代 下川　富美子 古本　和子 岡村　佳代子

リーダー

パートナー

競 技 案 内 票

ロイアルシニア・タンゴ　戦

リーダー

パートナー

リーダー

パートナー

 


