
JDSF A級　ラテン 5組 JDSF B級　ラテン 9組

背番号 リーダー名 パートナー名 所属 背番号 リーダー名 パートナー名 所属

9 西河　健        日野　光江      滋賀県 37 権　福憲        横溝　祐子      岡山県

10 堀　秀彦        小川　峰子      奈良県 38 橘　雅人        渡部　いづみ    神奈川県

11 岡内　唯一      岡内　暖羽      大阪府 39 木村　哲人      清時　祥子      山口県

31 松尾　康平      川上　眞弓      岡山県 58 秋田　武志      MARIAN　QUIROZ  山口県

32 坂本　啓介      山内　秀美      大阪府 59 公文　範行      公文　久見      岡山県

69 川上　達磨      橋本　愛奈      全日本学連

JDSF C級　ラテン 10組 70 出原　幸弥      出原　美知子    広島県

背番号 リーダー名 パートナー名 所属 71 藤枝　宏輝      板野　由真      全日本学連

33 伊達　英昭      宮地　眞喜子    広島県 72 立花　勝也      佐藤　真由美    岡山県

66 中山　誠        島田　由美子    鳥取県

67 片山　照明      山田　節子      広島県 JDSF D級　ラテン 8組

89 岡村　幸浩      原　眞紀子      愛媛県 背番号 リーダー名 パートナー名 所属

90 榊原　一成      時本　寿子      兵庫県 40 八木　郁夫      築山　順子      広島県

91 川井　敬治      森本　洋子      鳥取県 95 脇本　一男      佐藤　泉        広島県

93 田上　浩        田上　直美      岡山県 96 奥井　誠        糸田　敬子      広島県

95 脇本　一男      佐藤　泉        広島県 97 浜田　桜太郎    田中　美結      島根県

96 奥井　誠        糸田　敬子      広島県 103 長寿　登志夫    吉田　敏子      岡山県

97 浜田　桜太郎    田中　美結      島根県 104 香川　至        戸高　誠子      香川県

105 松川　隆        松川　幸枝      山口県

JDSFノービスラテン 3組 107 西尾　一也      木村　幸子      広島県

背番号 リーダー名 パートナー名 所属

65 楢村　義朗      不破　千鶴      岡山県

109 植木　章雅      植木　チカ子    岡山県

117 大谷　晟史      松岡　菜月      広島県

桃太郎戦　ラテンR 6組

桃太郎戦　ラテンC 5組 背番号 リーダー名 パートナー名 所属

背番号 リーダー名 パートナー名 所属 97 浜田　桜太郎    田中　美結      島根県

97 浜田　桜太郎    田中　美結      島根県 119 浅野　有紀      佐藤　桂子      岡山県

118 平井　由紀子    平井　理央      岡山県 120 山内　由香      真崎　艶子      兵庫県

119 浅野　有紀      佐藤　桂子      岡山県 121 山根　和郁菜    仁吾　恵美子    岡山県

120 山内　由香      真崎　艶子      兵庫県 122 上田　穆範      新林　朝子      岡山県

121 山根　和郁菜    仁吾　恵美子    岡山県 123 藤枝　宏輝      村田　瑞樹      全日本学連

マスカット戦　スタンダードW 4組 マスカット戦　スタンダードT 4組

背番号 リーダー名 パートナー名 所属 背番号 リーダー名 パートナー名 所属

110 綱島　清        綱島　みつ子    岡山県 110 綱島　清        綱島　みつ子    岡山県

111 友野　憲二      友野　康江      岡山県 111 友野　憲二      友野　康江      岡山県

112 赤井　正夫      ｷｬｼｰ ｽﾍﾟｱﾘｰ     岡山県 112 赤井　正夫      ｷｬｼｰ ｽﾍﾟｱﾘｰ     岡山県

113 奥井　誠        寺田　充恵      広島県 113 奥井　誠        寺田　充恵      広島県

うらじゃ戦　スタンダードW 4組

背番号 リーダー名 パートナー名 所属

92 赤星　宗己      赤星　淑子      愛媛県

114 松尾　康平      新林　朝子      岡山県

115 三好　章        平井　由紀子    岡山県

116 栗永　拓弥      福田　萌瑛      岡山県



JDSF A級　スタンダード 25組 JDSF B級　スタンダード 37組

背番号 リーダー名 パートナー名 所属 背番号 リーダー名 パートナー名 所属

1 栗永　拓弥      板野　由真      岡山県 23 河田　宣成      田中　三津子    岡山県

2 原　正美        山村　正子      兵庫県 33 伊達　英昭      宮地　眞喜子    広島県

3 湯本　勝喜      湯本　理江      福岡県 34 古谷　和清      古谷　京子      岡山県

4 川上　隆昭      川上　朋子      兵庫県 35 木村　堅一      沖野　美左子    山口県

5 松本　邦彦      元石　哲子      岡山県 36 今岡　勇        宮本　躬どり    広島県

6 田中　富士雄    田中　裕子      広島県 37 権　福憲        横溝　祐子      岡山県

7 小島　誠        小島　美苗      大阪府 38 橘　雅人        渡部　いづみ    神奈川県

8 稲葉　竹利      金谷　雅美      岡山県 39 木村　哲人      清時　祥子      山口県

9 西河　健        日野　光江      滋賀県 40 八木　郁夫      築山　順子      広島県

10 堀　秀彦        小川　峰子      奈良県 41 藤井　雅巳      藤井　良栄      岡山県

11 岡内　唯一      岡内　暖羽      大阪府 42 原　秀生        原　啓子        兵庫県

12 井上　俊郎      奥本　桂子      広島県 43 乙竹　信一      勝楽　登紀子    岡山県

13 西村　康一      西村　賀代      鳥取県 44 石見　一郎      中田　一美      兵庫県

14 栗林　幸範      左雲　和子      大阪府 45 花田　秀        花田　泰子      岡山県

15 米田　憲弘      米田　美砂子    兵庫県 46 江口　進        森田　恭子      兵庫県

16 川口　照道      鉙　利津美      広島県 47 伊藤　太一      坂本　スエ子    岡山県

17 中本　滋信      中本　こずえ    兵庫県 48 中本　司        秋里　美也子    広島県

18 野島　辰彦      松島　照子      島根県  49 工藤　隆        森本　寛江      岡山県

24 田中　康友      大下　佳乃      徳島県 50 日野　安雄      中島　弘江      広島県

25 植村　和正      植村　澄子      京都府 51 石原　淑雄      石原　宮子      岡山県

26 浅図　康良      神崎　利江      岡山県 52 西村　雅英      西村　幸子      兵庫県

27 前川　周治      前川　智美      香川県 53 味埜　泰明      味埜　めぐみ    岡山県

28 松下　清一      山田　好子      静岡県 54 坂元　美津彦    山内　和子      兵庫県

29 青井　昭博      沼田　暁子      滋賀県 55 小野　勝士      平井　由紀子    岡山県

30 瀬野　優也      近常　真那      岡山県 56 仲田　政治      田中　圭子      東京都

57 武田　晴男      近藤　富美子    岡山県

シニアⅡA級　スタンダード 15組 58 秋田　武志      MARIAN　QUIROZ  山口県

背番号 リーダー名 パートナー名 所属 59 公文　範行      公文　久見      岡山県

12 井上　俊郎      奥本　桂子      広島県 60 吉川　清志      福地　恵子      兵庫県

13 西村　康一      西村　賀代      鳥取県 61 田原　清正      渡辺　美津子    岡山県

16 川口　照道      鉙　利津美      広島県 62 矢野　政明      須田　郁子      山口県

17 中本　滋信      中本　こずえ    兵庫県 63 辻　孝行        坂本　明子      岡山県

18 野島　辰彦      松島　照子      島根県 64 藤田　達巳      山本　幸江      兵庫県

19 三原　章裕      下方　里香      岡山県 65 楢村　義朗      不破　千鶴      岡山県

20 金近　憲昭      三輪　はるみ    兵庫県 66 中山　誠        島田　由美子    鳥取県

21 川上　浩一      川上　眞弓      岡山県 67 片山　照明      山田　節子      広島県

22 飯田　国男      饗庭　恵子      滋賀県 68 花田　幸彦      吉田　あけみ    岡山県

23 河田　宣成      田中　三津子    岡山県 

24 田中　康友      大下　佳乃      徳島県 シニアⅢA級　スタンダード 10組

25 植村　和正      植村　澄子      京都府 背番号 リーダー名 パートナー名 所属

26 浅図　康良      神崎　利江      岡山県 21 川上　浩一      川上　眞弓      岡山県

27 前川　周治      前川　智美      香川県 22 飯田　国男      饗庭　恵子      滋賀県

28 松下　清一      山田　好子      静岡県 33 伊達　英昭      宮地　眞喜子    広島県

34 古谷　和清      古谷　京子      岡山県

35 木村　堅一      沖野　美左子    山口県

36 今岡　勇        宮本　躬どり    広島県

37 権　福憲        横溝　祐子      岡山県

38 橘　雅人        渡部　いづみ    神奈川県

39 木村　哲人      清時　祥子      山口県

40 八木　郁夫      築山　順子      広島県



JDSF C級　スタンダード1 22組 JDSF C級　スタンダード2 14組

背番号 リーダー名 パートナー名 所属 背番号 リーダー名 パートナー名 所属

68 花田　幸彦      吉田　あけみ    岡山県 79 井上　敬志      井上　京子      福岡県

74 西村　和三      西村　眞美代    神奈川県 80 奥村　蓮次      伊藤　華乃      岡山県

75 角尾　雅章      長谷川 小由里  兵庫県 81 山田　武久      安藤　千里      鳥取県

76 中野　裕司      氏原　立子      徳島県 82 川崎　壽        田中　睦美      長崎県

77 岩崎　誠        岩崎　美代子    兵庫県 83 長本　清        山内　由香      兵庫県

78 岸　志延        福島　仁子      徳島県 84 金尾　健        伊豆田 とし子  岡山県

79 井上　敬志      井上　京子      福岡県 85 山本　雄慈      斎藤　弘美      山口県

80 奥村　蓮次      伊藤　華乃      岡山県 86 山内　孝春      山内　緑        兵庫県

81 山田　武久      安藤　千里      鳥取県 87 船原　正孝      船原　香代子    広島県

82 川崎　壽        田中　睦美      長崎県 88 遠山　慶一      山本　禎子      兵庫県

83 長本　清        山内　由香      兵庫県 89 岡村　幸浩      原　眞紀子      愛媛県

84 金尾　健        伊豆田 とし子  岡山県 90 榊原　一成      時本　寿子      兵庫県

85 山本　雄慈      斎藤　弘美      山口県 91 川井　敬治      森本　洋子      鳥取県

86 山内　孝春      山内　緑        兵庫県 92 赤星　宗己      赤星　淑子      愛媛県

87 船原　正孝      船原　香代子    広島県

88 遠山　慶一      山本　禎子      兵庫県 JDSF D級　スタンダード2 6組

89 岡村　幸浩      原　眞紀子      愛媛県 背番号 リーダー名 パートナー名 所属

90 榊原　一成      時本　寿子      兵庫県 94 清本　富雄      升本　照子      広島県

91 川井　敬治      森本　洋子      鳥取県 101 角　幸一        角　知恵美      鳥取県

92 赤星　宗己      赤星　淑子      愛媛県 102 川野　晃次      川野　啓子      香川県

93 田上　浩        田上　直美      岡山県 103 長寿　登志夫    吉田　敏子      岡山県

94 清本　富雄      升本　照子      広島県 104 香川　至        戸高　誠子      香川県

105 松川　隆        松川　幸枝      山口県

JDSF D級　スタンダード1 12組

背番号 リーダー名 パートナー名 所属 JDSF ノービススタンダード 7組

72 立花　勝也      佐藤　真由美    岡山県 背番号 リーダー名 パートナー名 所属

94 清本　富雄      升本　照子      広島県 96 奥井　誠        糸田　敬子      広島県 

97 浜田　桜太郎    田中　美結      島根県 106 盛砂　孝行      柴田　直美      兵庫県

98 山下　浩史      長尾　保千代    香川県 107 西尾　一也      木村　幸子      広島県

99 嶋田　省吾      嶋田　雅美      岡山県 108 佐々田　遼斗    中平　穂香      全日本学連

100 五島　泰雄      松井　芳枝      兵庫県 109 植木　章雅      植木　チカ子    岡山県

101 角　幸一        角　知恵美      鳥取県 110 綱島　清        綱島　みつ子    岡山県

102 川野　晃次      川野　啓子      香川県 111 友野　憲二      友野　康江      岡山県

103 長寿　登志夫    吉田　敏子      岡山県

104 香川　至        戸高　誠子      香川県 桃太郎戦　スタンダードW 5組

105 松川　隆        松川　幸枝      山口県 背番号 リーダー名 パートナー名 所属

106 盛砂　孝行      柴田　直美      兵庫県 97 浜田　桜太郎    田中　美結      島根県

110 綱島　清        綱島　みつ子    岡山県

シニアⅡB級　スタンダード 8組 111 友野　憲二      友野　康江      岡山県

背番号 リーダー名 パートナー名 所属 112 赤井　正夫      ｷｬｼｰ ｽﾍﾟｱﾘｰ     岡山県

8 稲葉　竹利      金谷　雅美      岡山県 113 奥井　誠        寺田　充恵      広島県

60 吉川　清志      福地　恵子      兵庫県

61 田原　清正      渡辺　美津子    岡山県 桃太郎戦　スタンダードT 6組

62 矢野　政明      須田　郁子      山口県 背番号 リーダー名 パートナー名 所属

63 辻　孝行        坂本　明子      岡山県 97 浜田　桜太郎    田中　美結      島根県

64 藤田　達巳      山本　幸江      兵庫県 110 綱島　清        綱島　みつ子    岡山県

65 楢村　義朗      不破　千鶴      岡山県 111 友野　憲二      友野　康江      岡山県

73 鈴江　潔        佐藤　眞紀子    徳島県 112 赤井　正夫      ｷｬｼｰ ｽﾍﾟｱﾘｰ     岡山県

113 奥井　誠        寺田　充恵      広島県

114 松尾　康平      新林　朝子      岡山県  


