
東京都シニア・コミュニティ交流大会 団体戦出場選手 2023

背番号 チーム名 ワルツ タンゴ チャチャチャ ルンバ
国定 千幸 国定 利光 中谷 郁子 片山 英朗
端本 恵子 谷 美智子 平間 登美子

上原 好博 嵐田 源二
樊   大橋 迪子 宮良 孝子
田中 米司 小沢 隆雄 高島 春吉 尾本 順一

高島 千恵子 田中 麗子
横尾 力 鏑木 輝男 佐野 保

足立 百合子 勝元 一美 伊東 幸子 櫻井 裕子
山中 元廣 神田 重人 劉 華 春原 和雄
山中 富子 早川 テイ子 山下 房子 春原 妙子
今井 正勝 鈴木 俊朗 大江 匡 高野 辰夫
山岡 啓子 住田 加奈子 大江 円 伊集院 百合子
窪田 次男 細渕 悦雄 橋本 一行 木下 高広
窪田 節子 小田 康子 橋本 成子 阿部 裕子
加藤 俊一 広瀬 久士 笠松 敏 小笠原 定憲
佐藤 春美 竹内 けい子 笠松 素子 矢野 洋子
古屋 賴尚 外山 雅一 上村 和夫 小林 功

久保 浩子 梅原 奈津代 興津 房江
桜井 英市郎 大村 隆 国井 俊夫 岩渕 喜平
笹野 美栄子 加藤 実智子 山田 君子 白川 サキ子
高橋 優 鈴木 義正 阿部 孝 須藤 龍介
熊澤 恵美子 夏目 正代 川田 由紀子 牛込 和子
徳永 忠昭 石川 芳男 千葉 文良 小林 力
髙橋 しづの 大久保 賢子 佐野 八重子 今中 保子
藤原 實 山口 隆弘 柿内 聡郎 柳堀 政道
苅部 知子 保谷 秀子 柳堀 一美
加藤 勝弘 山本 武 小松 洋 矢島 一夫
加藤 容子 小林 美枝 村上 篤美 伊藤 和子
石坂 光男 宮田 武治 山本 一 下田 彰
鈴木 洋子 南野 浩子 谷内 玲子 原田 千鶴子
小野 一博 鈴木 勝彦 橋本 聡 富田 道雄
佐久間 英子 鈴木 洋子 橋本 妙子 内田 栄子
流杉 宗克 阪田 ゆたか 後藤 功 大澤 末男
廣岡 黎子 阪田 きよこ 下曽禰 久美子 菅谷 リツ江
内藤 俊彦 倉内 栄生 吉田 良
内藤 圭子 田村 志げ子 橘高 和 菅原 節子
近藤 勝寿 田玉 仁 桑田 義孝 前田 信春
近藤 春代 田玉 公子 桑田 敏子 松本 弓子
床波 勇二 富井 勇 飯島 幸夫 鈴木 彰
味岡 美玲 海老名 美由紀 横田 玉子 鈴木 久美子

20 チーム世田谷

18
アドヴァン

ダンスクラブ

19 ウィナーズ

16 チューリップ

17 カーネーション

14 チーム小金井

15
なでしこ

アカデミー

12
文京

ダイヤモンド

13
サードダンス

チーム

11 稲城パドドゥ

8
チーム

ファミリア

9 すずらん

6 コスモス

7 アスキボー

1
ファースト

ステップ

2 アジサイ

3 絹の道

4 文京ゴールド

5 稲城なでしこ

10 スイトピー



東京都シニア・コミュニティ交流大会 団体戦出場選手 2023

背番号 チーム名 ワルツ タンゴ チャチャチャ ルンバ
菊池 襄 松澤 宏一 松崎 隆一
奥村 孔子 松澤 裕子 田坂 真理子 登坂 栄子
山下 清 榎本 貞二 森 幸一 田村 伸一
宮良 真起子 刈込 文枝 佐藤 和子 小林 恵美子
篠崎 弘志 内海 信和 山内 貴志 浜谷 雅彦
篠崎 勝子 吉田 保子 鈴木 千栄子
岩﨑 利蔵 鷲崎 早雄 荒井 純寿 藤田 昌雄
岩﨑 正江 鷲崎 千春 山下 文子 藤田 裕子
岩崎 亮 井口 恵進 金澤 春男 生田 信之
中島 デンデイ 田中 静江 鶴田 ひさこ 寺田 美貴
小田 馨 舟木 昇 磯ケ谷 光司 金子 平八郎
浜田 千代子 上原 久美子 高橋 千恵子 初田 郁子
花塚 嘉明 橋本 昭士 原 仁夫

花塚 文子 斎藤 葉子 鈴木 直子
東城 厚 林 盛標 高田 正志 丸山 建夫

大津 香代子 高田 みき子 椙本 みち子
関川 三千雄 飯塚 巖
安念 しげ子 飯塚 正子 花輪 好子

八波 譲治 石井 一雄 大伴 隆夫 林 良介
八波 令子 山内 祐子 宮木 登久子 井神 康子

30
小平ダンススポーツ

ワールド

28 サクラ

29 かすみ草

26 新宿区
ダンススポーツ連盟

27
稲城

ダブルカルテット

24 マーガレット

25 素敵なダンス

22 ひまわり

23
623(むつみ)

ワッショイ！

21
チームファミリア

パートⅡ


