
ねんりんピック石川2010団体戦　出場：50組　

順位 チーム名 成績
1 　東京都Ａ 　決勝　１位
2 　神奈川県 　決勝　２位
3 　茨城県 　決勝　３位
4 　福島県 　決勝　４位
5 　静岡市 　決勝　５位
6 　富山県 　決勝　６位
7 　岐阜県 　決勝　７位
8 　岩手県 　準決
8 　宮城県 　準決
10 　福岡県 　準決
10 　熊本県 　準決
12 　長野県 　準決
12 　新潟市 　準決
12 　東京都Ｂ 　準決
15 　福井県 　準決
16 　静岡県 　３次
16 　秋田県 　３次
16 　名古屋市 　３次
19 　大分県 　３次
19 　滋賀県 　３次
19 　栃木県 　３次
22 　川崎市 　３次
22 　埼玉県 　３次
22 　横浜市 　３次
22 　山梨県 　３次
26 　群馬県 　３次
27 　石川県Ｂ 　２次
27 　大阪府 　２次
29 　石川県Ａ 　２次
30 　愛知県 　２次
30 　北九州市 　２次
30 　浜松市 　２次
33 　仙台市 　２次
34 　山形県 　２次
34 　新潟県 　２次
36 　徳島県 　２次
37 　京都市 　２次
38 　福岡市 　２次
39 　兵庫県 　再ダ
40 　広島市 　再ダ
41 　鳥取県 　再ダ
42 　鹿児島県 　再ダ
42 　愛媛県 　再ダ
44 　沖縄県 　再ダ
44 　和歌山県 　再ダ
46 　広島県 　再ダ
46 　島根県 　再ダ
46 　香川県 　再ダ
46 　三重県 　再ダ
50 　千葉市 　再ダ



ねんりんピック石川スタンダード　出場：175組　種目：ワルツ

　背番号　リーダー　 パートナー　 所属 成績
　　　１　飛田　信彦 　飛田　美津子 　茨城県 　３次
　　　２　乳井　勝男 　乳井　光子 　茨城県 　２次
　　　３　松沢　光博 　小川　みち子 　茨城県 　決勝　９位
　　　４　田中　通夫 　田中　耀子 　茨城県 　３次
　　　５　柳原　柳一 　伊勢　和代 　徳島県 　２次
　　　６　中瀧　建夫 　瀬部　由美子 　徳島県 　２次
　　  ７　南　邦幸 　南　清子 　徳島県 　２次
　　　８　黒崎　俊彦 　吉成　佐枝 　徳島県 　再ダ
　　　９　岩橋　實亮 　土井　聿代 　和歌山県 　２次
　　１０　田中　二男 　田中　しずか 　和歌山県 　２次
　　１３　出口　守正 　飯野　幸子 　北九州市 　３次
　　１４　藤本　一吉 　松本　かず子 　北九州市 　準決
　　１５　中山　敏昭 　中山　信子 　北九州市 　３次
　　１６　松本　末男 　中山　康子 　北九州市 　３次
　　１７　邑上　幸雄 　邑上　公子 　富山県 　準決
　　１８　島竹　逸郎 　島竹　恵美子 　富山県 　準決
　　１９　金山　誠一 　金山　ゆり子 　富山県 　２次
　　２０　七澤　純一 　永森　尚美 　富山県 　２次
　　２１　日比野　礎 　日比野　奈美子 　愛知県 　２次
　　２２　大藪　彰 　大藪　霞 　愛知県 　２次
　　２３　伊藤　雅太 　伊藤　愛子 　愛知県 　３次
　　２４　野本　正次 　西　清美 　愛知県 　準決
　　２５　松浦　旭 　松浦　睦美 　山形県 　２次
　　２６　阿部　隆一 　阿部　知恵子 　山形県 　２次
　　２７　平山　博志 　平山　元子 　山形県 　２次
　　２８　西村　常晴 　柴田　美恵子 　山形県 　３次
　　２９　中村　守利 　中村　規子 　栃木県 　２次
　　３０　鈴木　武 　鈴木　千枝子 　栃木県 　３次
　　３１　津久井　達夫　津久井　記代 　栃木県 　３次
　　３２　溶定　弘 　岩淵　万喜 　栃木県 　３次
　　３３　安富　久 　松田　和子 　沖縄県 　４次
　　３４　加藤　禎宏 　加藤　玲子 　沖縄県 　３次
　　３７　竹下　昌宏 　平野　光子 　静岡市 　３次
　　３８　山岸　昌彦 　山岸　みどり 　静岡市 　４次
　　３９　吉沢　登 　荘田　ふみ子 　静岡市 　３次
　　４０　平野　誠一郎　小林　芳枝 　静岡市 　３次
　　４１　林　知弘 　林　やよい 　名古屋市 　決勝　２位
　　４２　落合　和男 　落合　ミドリ 　名古屋市 　３次
　　４３　加藤　昌雄 　加藤　千代子 　名古屋市 　２次
　　４５　中村　松夫 　仲村　栄子 　福島県 　４次
　　４６　鈴木　芳夫 　鈴木　秀子 　福島県 　４次
　　４８　佐藤　吉明 　後藤　千枝 　福島県 　３次
　　４９　荒木　紀三 　荒木　悦子 　群馬県 　２次
　　５０　土屋　文男 　土屋　恵子 　群馬県 　準決
　　５１　瀧澤　伸 　瀧澤　智子 　群馬県 　再ダ
　　５２　青山　亘 　青山　栄子 　群馬県 　３次
　　５３　山田　稔實 　中林　弘子 　島根県 　再ダ
　　５４　松原　勝吉 　佐野　絹代 　島根県 　２次
　　５５　山中　丈夫 　武田　洋子 　島根県 　再ダ
　　５７　桑原　昇吾 　越智　順子 　鹿児島県 　２次
　　５８　畠中　正 　畠中　芳子 　鹿児島県 　再ダ
　　６１　岩瀬　純夫 　岩瀬　恵里子 　東京都Ａ 　決勝　１位
　　６２　鈴木　勝彦 　鈴木　洋子 　東京都Ａ 　４次
　　６３　丸山　建夫 　椙本　みち子 　東京都Ａ 　２次



　　６４　桑田　義孝 　桑田　敏子 　東京都Ａ 　準決
　　６５　上倉　国雄 　外谷　千代 　長野県 　決勝　７位
　　６６　根津　良夫 　根津　高子 　長野県 　２次
　　６７　藤森　房道 　小野塚　茂子 　長野県 　再ダ
　　６８　花岡　栄司 　武舎　初美 　長野県 　２次
　　６９　相良　洋典 　相良　禮子 　香川県 　２次
　　７０　中野　巧 　岡部　ヤエ子 　香川県 　４次
　　７１　松本　茂美 　牧野　美智子 　香川県 　再ダ
　　７３　鶴丸　和義 　藤　暢子 　福岡市 　２次
　　７４　日髙　賢二 　田中　紘子 　福岡市 　再ダ
　　７７　多田　幸司 　多田　純子 　岩手県 　準決
　　７８　福盛田　和男　福盛田　サ子 　岩手県 　３次
　　７９　千葉　孝一朗　平井　眞幸 　岩手県 　再ダ
　　８１　野口　誠 　五老　和代 　静岡県 　３次
　　８２　黒岩　伸一 　黒岩　秀子 　静岡県 　３次
　　８３　渡部　孝満 　松山　静子 　静岡県 　３次
　　８４　服部　潤佶 　髙橋　えみ子 　静岡県 　決勝　６位
　　８５　吉村　文春 　石井　執子 　滋賀県 　３次
　　８６　山下　清利 　谷口　まち子 　滋賀県 　準決
　　８８　安田　高文 　安田　美智子 　滋賀県 　３次
　　８９　佐藤　忠良 　佐藤　洋子 　仙台市 　２次
　　９０　大谷　勝 　大谷　あつ子 　仙台市 　２次
　　９１　菅野　八郎 　浅野　はつ子 　仙台市 　２次
　　９２　小幡　孝男 　木須　節子 　仙台市 　２次
　　９３　白井　巌 　中田　潤子 　石川県 　４次
　　９４　前川　憲章 　前川　れい子 　石川県 　決勝　５位
　　９７　長岡　行三 　小川　香代 　石川県 　３次
　　９８　酒井　道則 　浜本　昭子 　石川県 　２次
　　９９　中村　脩 　中村　睦子 　石川県 　３次
　１０１　日髙　達一 　森田　玲子 　愛媛県 　再ダ
　１０２　大加田　光国　森田　陽子 　愛媛県 　再ダ
　１０３　五藤　哲雄 　大野　洋子 　愛媛県 　再ダ
　１０４　西嶋　敏雄 　西岡　利子 　愛媛県 　再ダ
　１０５　奥井　恒明 　奥井　由紀子 　川崎市 　準決
　１０６　山﨑　和雄 　山﨑　照子 　川崎市 　３次
　１０７　高橋　真治 　高橋　勝美 　川崎市 　再ダ
　１０８　梅島　禎一 　小林　輝子 　川崎市 　３次
　１０９　大塚　智啓 　大塚　照子 　岐阜県 　３次
　１１０　小川　義博 　久保田　美佐子 　岐阜県 　３次
　１１１　三鴨　武夫 　佐々木　光代 　岐阜県 　再ダ
　１１３　今井　茂喜 　萩　孝子 　三重県 　再ダ
　１１４　寺島　价宣 　寺島　百合子 　三重県 　再ダ
　１１５　城山　勝紀 　川北　安美 　三重県 　２次
　１１６　笠井　克己 　下田　春子 　三重県 　再ダ
　１１７　松浦　澄 　松浦　敬子 　鳥取県 　２次
　１１８　種部　光宏 　国頭　純子 　鳥取県 　再ダ
　１１９　岡　孝芳 　宇田川　紀子 　鳥取県 　２次
　１２０　秦　静夫 　入江　眞理子 　鳥取県 　再ダ
　１２１　宮崎　実 　宮崎　由美子 　大分県 　３次
　１２２　高木　義文 　高木　幸子 　大分県 　２次
　１２３　藤澤　博 　藤澤　洋子 　大分県 　４次
　１２４　後藤　文雄 　工藤　恵子 　大分県 　３次
　１２５　丸山　一 　丸山　由美子 　浜松市 　決勝　４位
　１２６　相曽　明 　小池　やす子 　浜松市 　３次
　１２７　大澤　清 　大澤　富枝 　浜松市 　再ダ
　１２８　鈴木　賢治 　田代　孝子 　浜松市 　３次
　１２９　高橋　与四郎　広谷　一枝 　秋田県 　４次
　１３０　佐々木　俊夫　金子　弘子 　秋田県 　３次
　１３１　山崎　忠治 　山崎　悦子 　秋田県 　再ダ



　１３２　柴田　澄男 　柴田　良子 　秋田県 　２次
　１３３　五十嵐　善一　五十嵐　百合子 　新潟県 　再ダ
　１３４　大島　隆一 　大島　静枝 　新潟県 　３次
　１３５　佐藤　太一 　越前　早苗 　新潟県 　２次
　１３６　三浦　正夫 　三浦　キヨ子 　新潟県 　再ダ
　１３７　小澤　啓助 　小澤　幸子 　山梨県 　４次
　１３８　大原　輝昭 　大原　のり子 　山梨県 　３次
　１３９　小西　廣昭 　上野　喜久子 　山梨県 　再ダ
　１４０　小林　和幸 　秋山　たみ子 　山梨県 　３次
　１４１　澤田　末次 　澤田　宏子 　大阪府 　２次
　１４２　深田　修二 　深田　麗 　大阪府 　３次
　１４３　村田　豊秋 　南部　良子 　大阪府 　２次
　１４５　小林　四朗 　瀬尾　由利子 　千葉市 　再ダ
　１４６　井上　誠一 　岩西　ちか子 　千葉市 　再ダ
　１４７　谷口　幸隆 　渡邊　みつゑ 　千葉市 　再ダ
　１４８　宮﨑　秀雄 　宮﨑　シゲ子 　千葉市 　再ダ
　１４９　大坪　昭市 　来田　延子 　兵庫県 　３次
　１５０　長澤　正幸 　丸林　陽子 　兵庫県 　３次
　１５２　髙田　美輝男　高田　弘子 　兵庫県 　２次
　１５３　寺田　国生 　松本　美里 　熊本県 　３次
　１５４　赤星　大輔 　平川　妙子 　熊本県 　２次
　１５５　福田　正秀 　福田　いき子 　熊本県 　３次
　１５６　辻　和芳 　辻　和子 　熊本県 　３次
　１５７　落合　敏之 　落合　悦子 　広島市 　２次
　１５８　沖　善明 　沖　佳世子 　広島市 　３次
　１５９　石橋　弘 　石橋　サワ子 　広島市 　再ダ
　１６０　山本　順治 　山本　春美 　広島市 　再ダ
　１６１　倉島　義彦 　佐々木　はつ子 　宮城県 　３次
　１６２　佐々木　弘行　佐々木　優子 　宮城県 　３次
　１６３　山田　正 　遠藤　節子 　宮城県 　２次
　１６４　伊藤　薫 　鎌田　きよ子 　宮城県 　２次
　１６６　松永　繁木 　松永　コマツ 　京都市 　２次
　１６７　抜山　富雄 　村田　君江 　京都市 　２次
　１６８　髙力　正義 　髙力　博子 　京都市 　２次
　１６９　髙山　信彦 　花房　美代子 　福井県 　３次
　１７０　小池　幸雄 　橋梅　佐代子 　福井県 　２次
　１７２　仲保　道雄 　渡辺　幸子 　福井県 　３次
　１７３　居樹　保朗 　居樹　林子 　東京都Ｂ 　４次
　１７４　秋山　幹男 　西依　悦子 　東京都Ｂ 　再ダ
　１７５　中島　毅 　中島　洋子 　東京都Ｂ 　２次
　１７７　田井　秀一 　菊田　勝子 　新潟市 　準決
　１７８　丸山　武毅 　丸山　和子 　新潟市 　３次
　１７９　谷内田　秋雄　田辺　キソ 　新潟市 　３次
　１８０　村山　一也 　村山　愛子 　新潟市 　２次
　１８１　望戸　敏雄 　阪本　陽子 　広島県 　再ダ
　１８２　横田　武 　横田　由里子 　広島県 　２次
　１８３　吉森　博 　遠北　拓子 　広島県 　再ダ
　１８４　永井　達樹 　石川　智恵子 　広島県 　再ダ
　１８５　井戸川　吉次　蒲原　晴美 　佐賀県 　決勝　８位
　１８６　東　暁弘 　東　眞知子 　福岡県 　４次
　１８７　菰野　勝夫 　樋口　智陽子 　福岡県 　３次
　１８８　筒井　一三 　守田　真知子 　福岡県 　３次
　１８９　中島　清治 　有川　マリ子 　福岡県 　３次
　１９０　藤田　昌邦 　藤田　ヒロ子 　神奈川県 　３次
　１９１　国武　和夫 　青木　スエ子 　神奈川県 　２次
　１９３　西尾　幸悦 　浅地　明美 　神奈川県 　３次
　１９４　平塚　智一 　平塚　英子 　埼玉県 　３次
　１９５　酒井　雅幸 　酒井　悦子 　埼玉県 　４次
　１９６　中野　廣司 　中野　美砂子 　埼玉県 　再ダ



　１９８　工藤　洋一 　上田　瞭子 　横浜市 　決勝　３位
　１９９　津田　昌幸 　山本　敏江 　横浜市 　３次
　２０１　渡辺　徳三 　渡辺　栄子 　横浜市 　再ダ



ねんりんピック石川スタンダード　出場：172組　種目：タンゴ

　背番号　リーダー　 パートナー　 所属　 成績
　　　１　飛田　信彦 　飛田　美津子 　茨城県 　２次
　　　２　乳井　勝男 　乳井　光子 　茨城県 　２次
　　　３　松沢　光博 　小川　みち子 　茨城県 　準決
　　　４　田中　通夫 　田中　耀子 　茨城県 　３次
　　　５　柳原　柳一 　伊勢　和代 　徳島県 　２次
　　　６　中瀧　建夫 　瀬部　由美子 　徳島県 　２次
　　　７　南　邦幸 　南　清子 　徳島県 　２次
　　　８　黒崎　俊彦 　吉成　佐枝 　徳島県 　再ダ
　　　９　岩橋　實亮 　土井　聿代 　和歌山県 　２次
　　１０　田中　二男 　田中　しずか 　和歌山県 　２次
　　１３　出口　守正 　飯野　幸子 　北九州市 　再ダ
　　１４　藤本　一吉 　松本　かず子 　北九州市 　決勝　５位
　　１５　中山　敏昭 　中山　信子 　北九州市 　３次
　　１６　松本　末男 　中山　康子 　北九州市 　２次
　　１７　邑上　幸雄 　邑上　公子 　富山県 　４次
　　１８　島竹　逸郎 　島竹　恵美子 　富山県 　２次
　　１９　金山　誠一 　金山　ゆり子 　富山県 　２次
　　２０　七澤　純一 　永森　尚美 　富山県 　再ダ
　　２１　日比野　礎 　日比野　奈美子 　愛知県 　２次
　　２２　大藪　彰 　大藪　霞 　愛知県 　３次
　　２３　伊藤　雅太 　伊藤　愛子 　愛知県 　２次
　　２４　野本　正次 　西　清美 　愛知県 　準決
　　２５　松浦　旭 　松浦　睦美 　山形県 　再ダ
　　２６　阿部　隆一 　阿部　知恵子 　山形県 　２次
　　２７　平山　博志 　平山　元子 　山形県 　再ダ
　　２８　西村　常晴 　柴田　美恵子 　山形県 　３次
　　２９　中村　守利 　中村　規子 　栃木県 　２次
　　３０　鈴木　武 　鈴木　千枝子 　栃木県 　３次
　　３１　津久井　達夫 　津久井　記代 　栃木県 　２次
　　３２　溶定　弘 　岩淵　万喜 　栃木県 　２次
　　３３　安富　久 　松田　和子 　沖縄県 　２次
　　３４　加藤　禎宏 　加藤　玲子 　沖縄県 　２次
　　３７　竹下　昌宏 　平野　光子 　静岡市 　２次
　　３８　山岸　昌彦 　山岸　みどり 　静岡市 　４次
　　３９　吉沢　登 　荘田　ふみ子 　静岡市 　２次
　　４０　平野　誠一郎 　小林　芳枝 　静岡市 　再ダ
　　４１　林　知弘 　林　やよい 　名古屋市 　決勝　３位
　　４２　落合　和男 　落合　ミドリ 　名古屋市 　２次
　　４３　加藤　昌雄 　加藤　千代子 　名古屋市 　２次
　　４５　中村　松夫 　仲村　栄子 　福島県 　準決
　　４６　鈴木　芳夫 　鈴木　秀子 　福島県 　３次
　　４８　佐藤　吉明 　後藤　千枝 　福島県 　２次
　　４９　荒木　紀三 　荒木　悦子 　群馬県 　２次
　　５０　土屋　文男 　土屋　恵子 　群馬県 　３次
　　５１　瀧澤　伸 　瀧澤　智子 　群馬県 　２次
　　５２　青山　亘 　青山　栄子 　群馬県 　２次
　　５３　山田　稔實 　中林　弘子 　島根県 　再ダ
　　５４　松原　勝吉 　佐野　絹代 　島根県 　再ダ
　　５５　山中　丈夫 　武田　洋子 　島根県 　再ダ
　　５７　桑原　昇吾 　越智　順子 　鹿児島県 　再ダ
　　５８　畠中　正 　畠中　芳子 　鹿児島県 　再ダ
　　６１　岩瀬　純夫 　岩瀬　恵里子 　東京都Ａ 　決勝　１位
　　６２　鈴木　勝彦 　鈴木　洋子 　東京都Ａ 　決勝　２位
　　６３　丸山　建夫 　椙本　みち子 　東京都Ａ 　２次
　　６４　桑田　義孝 　桑田　敏子 　東京都Ａ 　決勝　３位



　　６５　上倉　国雄 　外谷　千代 　長野県 　準決
　　６６　根津　良夫 　根津　高子 　長野県 　２次
　　６７　藤森　房道 　小野塚　茂子 　長野県 　再ダ
　　６８　花岡　栄司 　武舎　初美 　長野県 　２次
　　６９　相良　洋典 　相良　禮子 　香川県 　再ダ
　　７０　中野　巧 　岡部　ヤエ子 　香川県 　２次
　　７１　松本　茂美 　牧野　美智子 　香川県 　再ダ
　　７３　鶴丸　和義 　藤　暢子 　福岡市 　再ダ
　　７４　日髙　賢二 　田中　紘子 　福岡市 　２次
　　７７　多田　幸司 　多田　純子 　岩手県 　決勝　６位
　　７８　福盛田　和男 　福盛田　サ子 　岩手県 　２次
　　７９　千葉　孝一朗 　平井　眞幸 　岩手県 　２次
　　８１　野口　誠 　五老　和代 　静岡県 　準決
　　８２　黒岩　伸一 　黒岩　秀子 　静岡県 　２次
　　８３　渡部　孝満 　松山　静子 　静岡県 　２次
　　８４　服部　潤佶 　髙橋　えみ子 　静岡県 　２次
　　８５　吉村　文春 　石井　執子 　滋賀県 　２次
　　８６　山下　清利 　谷口　まち子 　滋賀県 　準決
　　８９　佐藤　忠良 　佐藤　洋子 　仙台市 　２次
　　９０　大谷　勝 　大谷　あつ子 　仙台市 　２次
　　９１　菅野　八郎 　浅野　はつ子 　仙台市 　再ダ
　　９２　小幡　孝男 　木須　節子 　仙台市 　４次
　　９３　白井　巌 　中田　潤子 　石川県 　４次
　　９４　前川　憲章 　前川　れい子 　石川県 　準決
　　９７　長岡　行三 　小川　香代 　石川県 　２次
　　９８　酒井　道則 　浜本　昭子 　石川県 　２次
　　９９　中村　脩 　中村　睦子 　石川県 　２次
　１０１　日髙　達一 　森田　玲子 　愛媛県 　再ダ
　１０２　大加田　光国 　森田　陽子 　愛媛県 　再ダ
　１０３　五藤　哲雄 　大野　洋子 　愛媛県 　再ダ
　１０４　西嶋　敏雄 　西岡　利子 　愛媛県 　再ダ
　１０５　奥井　恒明 　奥井　由紀子 　川崎市 　準決
　１０６　山﨑　和雄 　山﨑　照子 　川崎市 　３次
　１０７　高橋　真治 　高橋　勝美 　川崎市 　再ダ
　１０８　梅島　禎一 　小林　輝子 　川崎市 　２次
　１０９　大塚　智啓 　大塚　照子 　岐阜県 　２次
　１１０　小川　義博 　久保田　美佐子 　岐阜県 　３次
　１１１　三鴨　武夫 　佐々木　光代 　岐阜県 　２次
　１１３　今井　茂喜 　萩　孝子 　三重県 　再ダ
　１１４　寺島　价宣 　寺島　百合子 　三重県 　２次
　１１５　城山　勝紀 　川北　安美 　三重県 　２次
　１１６　笠井　克己 　下田　春子 　三重県 　再ダ
　１１７　松浦　澄 　松浦　敬子 　鳥取県 　２次
　１１８　種部　光宏 　国頭　純子 　鳥取県 　再ダ
　１１９　岡　孝芳 　宇田川　紀子 　鳥取県 　３次
　１２０　秦　静夫 　入江　眞理子 　鳥取県 　再ダ
　１２１　宮崎　実 　宮崎　由美子 　大分県 　３次
　１２２　高木　義文 　高木　幸子 　大分県 　２次
　１２３　藤澤　博 　藤澤　洋子 　大分県 　３次
　１２４　後藤　文雄 　工藤　恵子 　大分県 　４次
　１２５　丸山　一 　丸山　由美子 　浜松市 　準決
　１２６　相曽　明 　小池　やす子 　浜松市 　２次
　１２７　大澤　清 　大澤　富枝 　浜松市 　２次
　１２８　鈴木　賢治 　田代　孝子 　浜松市 　２次
　１２９　高橋　与四郎 　広谷　一枝 　秋田県 　４次
　１３０　佐々木　俊夫 　金子　弘子 　秋田県 　３次
　１３１　山崎　忠治 　山崎　悦子 　秋田県 　２次
　１３２　柴田　澄男 　柴田　良子 　秋田県 　３次
　１３３　五十嵐　善一郎 　五十嵐　百合子 　新潟県 　再ダ



　１３４　大島　隆一 　大島　静枝 　新潟県 　３次
　１３５　佐藤　太一 　越前　早苗 　新潟県 　３次
　１３６　三浦　正夫 　三浦　キヨ子 　新潟県 　２次
　１３７　小澤　啓助 　小澤　幸子 　山梨県 　２次
　１３８　大原　輝昭 　大原　のり子 　山梨県 　２次
　１３９　小西　廣昭 　上野　喜久子 　山梨県 　２次
　１４０　小林　和幸 　秋山　たみ子 　山梨県 　４次
　１４１　澤田　末次 　澤田　宏子 　大阪府 　２次
　１４２　深田　修二 　深田　麗 　大阪府 　４次
　１４３　村田　豊秋 　南部　良子 　大阪府 　再ダ
　１４５　小林　四朗 　瀬尾　由利子 　千葉市 　再ダ
　１４６　井上　誠一 　岩西　ちか子 　千葉市 　再ダ
　１４７　谷口　幸隆 　渡邊　みつゑ 　千葉市 　再ダ
　１４８　宮﨑　秀雄 　宮﨑　シゲ子 　千葉市 　再ダ
　１４９　大坪　昭市 　来田　延子 　兵庫県 　再ダ
　１５０　長澤　正幸 　丸林　陽子 　兵庫県 　３次
　１５２　髙田　美輝男 　高田　弘子 　兵庫県 　２次
　１５３　寺田　国生 　松本　美里 　熊本県 　４次
　１５４　赤星　大輔 　平川　妙子 　熊本県 　２次
　１５５　福田　正秀 　福田　いき子 　熊本県 　３次
　１５６　辻　和芳 　辻　和子 　熊本県 　２次
　１５７　落合　敏之 　落合　悦子 　広島市 　２次
　１５８　沖　善明 　沖　佳世子 　広島市 　３次
　１５９　石橋　弘 　石橋　サワ子 　広島市 　２次
　１６０　山本　順治 　山本　春美 　広島市 　再ダ
　１６１　倉島　義彦 　佐々木　はつ子 　宮城県 　準決
　１６２　佐々木　弘行 　佐々木　優子 　宮城県 　３次
　１６３　山田　正 　遠藤　節子 　宮城県 　２次
　１６４　伊藤　薫 　鎌田　きよ子 　宮城県 　３次
　１６６　松永　繁木 　松永　コマツ 　京都市 　２次
　１６７　抜山　富雄 　村田　君江 　京都市 　３次
　１６８　髙力　正義 　髙力　博子 　京都市 　３次
　１６９　髙山　信彦 　花房　美代子 　福井県 　４次
　１７０　小池　幸雄 　橋梅　佐代子 　福井県 　再ダ
　１７３　居樹　保朗 　居樹　林子 　東京都Ｂ 　準決
　１７４　秋山　幹男 　西依　悦子 　東京都Ｂ 　２次
　１７５　中島　毅 　中島　洋子 　東京都Ｂ 　２次
　１７７　田井　秀一 　菊田　勝子 　新潟市 　４次
　１７８　丸山　武毅 　丸山　和子 　新潟市 　４次
　１７９　谷内田　秋雄 　田辺　キソ 　新潟市 　２次
　１８０　村山　一也 　村山　愛子 　新潟市 　再ダ
　１８１　望戸　敏雄 　阪本　陽子 　広島県 　２次
　１８２　横田　武 　横田　由里子 　広島県 　再ダ
　１８３　吉森　博 　遠北　拓子 　広島県 　再ダ
　１８４　永井　達樹 　石川　智恵子 　広島県 　３次
　１８５　井戸川　吉次 　蒲原　晴美 　佐賀県 　４次
　１８６　東　暁弘 　東　眞知子 　福岡県 　３次
　１８７　菰野　勝夫 　樋口　智陽子 　福岡県 　３次
　１８８　筒井　一三 　守田　真知子 　福岡県 　３次
　１８９　中島　清治 　有川　マリ子 　福岡県 　３次
　１９１　国武　和夫 　青木　スエ子 　神奈川県 　４次
　１９３　西尾　幸悦 　浅地　明美 　神奈川県 　３次
　１９４　平塚　智一 　平塚　英子 　埼玉県 　３次
　１９５　酒井　雅幸 　酒井　悦子 　埼玉県 　３次
　１９６　中野　廣司 　中野　美砂子 　埼玉県 　２次
　１９８　工藤　洋一 　上田　瞭子 　横浜市 　準決
　１９９　津田　昌幸 　山本　敏江 　横浜市 　４次
　２０１　渡辺　徳三 　渡辺　栄子 　横浜市 　２次
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　　　１　飛田　信彦 　飛田　美津子 　茨城県 　３次
　　　３　松沢　光博 　小川　みち子 　茨城県 　決勝　３位
　　　４　田中　通夫 　田中　耀子 　茨城県 　準決
　　　５　柳原　柳一 　伊勢　和代 　徳島県 　２次
　　　６　中瀧　建夫 　瀬部　由美子 　徳島県 　２次
　　　７　南　邦幸 　南　清子 　徳島県 　２次
　　　８　黒崎　俊彦 　吉成　佐枝 　徳島県 　再ダ
　　１１　細川　威次 　石井　明 　和歌山県 　再ダ
　　１２　松本　康宏 　松本　良子 　和歌山県 　３次
　　１６　松本　末男 　中山　康子 　北九州市 　３次
　　２０　七澤　純一 　永森　尚美 　富山県 　２次
　　２４　野本　正次 　西　清美 　愛知県 　決勝　２位
　　２５　松浦　旭 　松浦　睦美 　山形県 　３次
　　２６　阿部　隆一 　阿部　知恵子 　山形県 　２次
　　２７　平山　博志 　平山　元子 　山形県 　３次
　　２８　西村　常晴 　柴田　美恵子 　山形県 　４次
　　３０　鈴木　武 　鈴木　千枝子 　栃木県 　２次
　　３１　津久井　達夫 　津久井　記代 　栃木県 　３次
　　３２　溶定　弘 　岩淵　万喜 　栃木県 　４次
　　３５　有田　力 　佐久田　恵子 　沖縄県 　２次
　　３６　上原　紀一 　上原　キク子 　沖縄県 　再ダ
　　３９　吉沢　登 　荘田　ふみ子 　静岡市 　準決
　　４０　平野　誠一郎 　小林　芳枝 　静岡市 　４次
　　４３　加藤　昌雄 　加藤　千代子 　名古屋市 　再ダ
　　４４　金子　清吉 　金子　つな 　名古屋市 　４次
　　４５　中村　松夫 　仲村　栄子 　福島県 　３次
　　４７　遠藤　栄 　遠藤　孝子 　福島県 　準決
　　４８　佐藤　吉明 　後藤　千枝 　福島県 　決勝　８位
　　４９　荒木　紀三 　荒木　悦子 　群馬県 　４次
　　５１　瀧澤　伸 　瀧澤　智子 　群馬県 　２次
　　５２　青山　亘 　青山　栄子 　群馬県 　再ダ
　　５３　山田　稔實 　中林　弘子 　島根県 　２次
　　５４　松原　勝吉 　佐野　絹代 　島根県 　再ダ
　　５５　山中　丈夫 　武田　洋子 　島根県 　再ダ
　　５６　石原　惠 　山根　郁子 　島根県 　２次
　　５７　桑原　昇吾 　越智　順子 　鹿児島県 　再ダ
　　５８　畠中　正 　畠中　芳子 　鹿児島県 　再ダ
　　５９　武田　一昭 　松永　孝子 　鹿児島県 　再ダ
　　６０　石原　冨弥 　福永　悦子 　鹿児島県 　再ダ
　　６３　丸山　建夫 　椙本　みち子 　東京都Ａ 　２次
　　６４　桑田　義孝 　桑田　敏子 　東京都Ａ 　決勝　４位
　　６５　上倉　国雄 　外谷　千代 　長野県 　４次
　　６７　藤森　房道 　小野塚　茂子 　長野県 　２次
　　６８　花岡　栄司 　武舎　初美 　長野県 　３次
　　７０　中野　巧 　岡部　ヤエ子 　香川県 　２次
　　７１　松本　茂美 　牧野　美智子 　香川県 　再ダ
　　７２　宮本　収 　宮武　エミ子 　香川県 　再ダ
　　７５　寺田　順生 　寺田　三知枝 　福岡市 　２次
　　７６　縄田　義和 　縄田　京子 　福岡市 　２次
　　７９　千葉　孝一朗 　平井　眞幸 　岩手県 　３次
　　８０　藤村　誠紘 　齊藤　喜美江 　岩手県 　決勝　７位
　　８１　野口　誠 　五老　和代 　静岡県 　準決
　　８２　黒岩　伸一 　黒岩　秀子 　静岡県 　２次
　　８３　渡部　孝満 　松山　静子 　静岡県 　決勝　１位



　　８４　服部　潤佶 　髙橋　えみ子 　静岡県 　４次
　　８７　吉田　勉 　吉田　ひろ子 　滋賀県 　３次
　　８９　佐藤　忠良 　佐藤　洋子 　仙台市 　２次
　　９０　大谷　勝 　大谷　あつ子 　仙台市 　２次
　　９１　菅野　八郎 　浅野　はつ子 　仙台市 　２次
　　９２　小幡　孝男 　木須　節子 　仙台市 　決勝　５位
　　９５　奥川　幸男 　桜井　幸子 　石川県 　２次
　１００　棚橋　富雄 　川端　冨美子 　石川県 　４次
　１０１　日髙　達一 　森田　玲子 　愛媛県 　再ダ
　１０２　大加田　光国 　森田　陽子 　愛媛県 　２次
　１０３　五藤　哲雄 　大野　洋子 　愛媛県 　再ダ
　１０４　西嶋　敏雄 　西岡　利子 　愛媛県 　再ダ
　１０５　奥井　恒明 　奥井　由紀子 　川崎市 　準決
　１０７　高橋　真治 　高橋　勝美 　川崎市 　４次
　１０８　梅島　禎一 　小林　輝子 　川崎市 　３次
　１１１　三鴨　武夫 　佐々木　光代 　岐阜県 　２次
　１１２　熊崎　文和 　遠藤　眞理子 　岐阜県 　準決
　１１３　今井　茂喜 　萩　孝子 　三重県 　再ダ
　１１４　寺島　价宣 　寺島　百合子 　三重県 　２次
　１１５　城山　勝紀 　川北　安美 　三重県 　２次
　１１６　笠井　克己 　下田　春子 　三重県 　再ダ
　１１７　松浦　澄 　松浦　敬子 　鳥取県 　再ダ
　１１８　種部　光宏 　国頭　純子 　鳥取県 　再ダ
　１１９　岡　孝芳 　宇田川　紀子 　鳥取県 　２次
　１２０　秦　静夫 　入江　眞理子 　鳥取県 　再ダ
　１２１　宮崎　実 　宮崎　由美子 　大分県 　３次
　１２２　高木　義文 　高木　幸子 　大分県 　２次
　１２３　藤澤　博 　藤澤　洋子 　大分県 　２次
　１２６　相曽　明 　小池　やす子 　浜松市 　再ダ
　１２７　大澤　清 　大澤　富枝 　浜松市 　２次
　１２８　鈴木　賢治 　田代　孝子 　浜松市 　再ダ
　１３１　山崎　忠治 　山崎　悦子 　秋田県 　２次
　１３２　柴田　澄男 　柴田　良子 　秋田県 　４次
　１３５　佐藤　太一 　越前　早苗 　新潟県 　３次
　１３６　三浦　正夫 　三浦　キヨ子 　新潟県 　再ダ
　１３７　小澤　啓助 　小澤　幸子 　山梨県 　２次
　１３８　大原　輝昭 　大原　のり子 　山梨県 　２次
　１３９　小西　廣昭 　上野　喜久子 　山梨県 　２次
　１４０　小林　和幸 　秋山　たみ子 　山梨県 　３次
　１４１　澤田　末次 　澤田　宏子 　大阪府 　２次
　１４２　深田　修二 　深田　麗 　大阪府 　２次
　１４４　橋本　公作 　三木　俊子 　大阪府 　２次
　１４５　小林　四朗 　瀬尾　由利子 　千葉市 　再ダ
　１４６　井上　誠一 　岩西　ちか子 　千葉市 　再ダ
　１４７　谷口　幸隆 　渡邊　みつゑ 　千葉市 　再ダ
　１４８　宮﨑　秀雄 　宮﨑　シゲ子 　千葉市 　２次
　１５１　阪下　公一 　阪下　登志 　兵庫県 　再ダ
　１５２　髙田　美輝男 　高田　弘子 　兵庫県 　２次
　１５３　寺田　国生 　松本　美里 　熊本県 　２次
　１５４　赤星　大輔 　平川　妙子 　熊本県 　３次
　１５５　福田　正秀 　福田　いき子 　熊本県 　４次
　１５６　辻　和芳 　辻　和子 　熊本県 　４次
　１５９　石橋　弘 　石橋　サワ子 　広島市 　再ダ
　１６０　山本　順治 　山本　春美 　広島市 　２次
　１６３　山田　正 　遠藤　節子 　宮城県 　２次
　１６４　伊藤　薫 　鎌田　きよ子 　宮城県 　２次
　１６５　今井　健造 　廣瀬　滿子 　京都市 　再ダ
　１６７　抜山　富雄 　村田　君江 　京都市 　再ダ
　１７１　斉藤　京司 　斉藤　桂子 　福井県 　４次



　１７３　居樹　保朗 　居樹　林子 　東京都Ｂ 　４次
　１７４　秋山　幹男 　西依　悦子 　東京都Ｂ 　２次
　１７５　中島　毅 　中島　洋子 　東京都Ｂ 　３次
　１７６　藤尾　毅 　藤尾　香津恵 　東京都Ｂ 　準決
　１７７　田井　秀一 　菊田　勝子 　新潟市 　２次
　１７８　丸山　武毅 　丸山　和子 　新潟市 　２次
　１７９　谷内田　秋雄 　田辺　キソ 　新潟市 　準決
　１８０　村山　一也 　村山　愛子 　新潟市 　２次
　１８２　横田　武 　横田　由里子 　広島県 　再ダ
　１８３　吉森　博 　遠北　拓子 　広島県 　再ダ
　１８４　永井　達樹 　石川　智恵子 　広島県 　２次
　１８７　菰野　勝夫 　樋口　智陽子 　福岡県 　２次
　１８８　筒井　一三 　守田　真知子 　福岡県 　３次
　１８９　中島　清治 　有川　マリ子 　福岡県 　２次
　１９２　髙橋　渡 　高橋　眞紀子 　神奈川県 　準決
　１９３　西尾　幸悦 　浅地　明美 　神奈川県 　決勝　６位
　１９５　酒井　雅幸 　酒井　悦子 　埼玉県 　２次
　１９６　中野　廣司 　中野　美砂子 　埼玉県 　２次
　１９７　粕谷　光男 　小川　幸恵 　埼玉県 　２次
　１９９　津田　昌幸 　山本　敏江 　横浜市 　３次
　２００　長岡　幸成 　長谷川　登志子 　横浜市 　４次
　２０１　渡辺　徳三 　渡辺　栄子 　横浜市 　２次
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　　　１　飛田　信彦 　飛田　美津子 　茨城県 　３次
　　　３　松沢　光博 　小川　みち子 　茨城県 　決勝　４位
　　　４　田中　通夫 　田中　耀子 　茨城県 　２次
　　　５　柳原　柳一 　伊勢　和代 　徳島県 　２次
　　　６　中瀧　建夫 　瀬部　由美子 　徳島県 　２次
　　　７　南　邦幸 　南　清子 　徳島県 　２次
　　　８　黒崎　俊彦 　吉成　佐枝 　徳島県 　２次
　　１１　細川　威次 　石井　明 　和歌山県 　再ダ
　　１２　松本　康宏 　松本　良子 　和歌山県 　２次
　　１６　松本　末男 　中山　康子 　北九州市 　２次
　　２０　七澤　純一 　永森　尚美 　富山県 　４次
　　２４　野本　正次 　西　清美 　愛知県 　決勝　２位
　　２５　松浦　旭 　松浦　睦美 　山形県 　２次
　　２６　阿部　隆一 　阿部　知恵子 　山形県 　２次
　　２７　平山　博志 　平山　元子 　山形県 　２次
　　２８　西村　常晴 　柴田　美恵子 　山形県 　３次
　　２９　中村　守利 　中村　規子 　栃木県 　２次
　　３０　鈴木　武 　鈴木　千枝子 　栃木県 　３次
　　３１　津久井　達夫 　津久井　記代 　栃木県 　３次
　　３２　溶定　弘 　岩淵　万喜 　栃木県 　４次
　　３５　有田　力 　佐久田　恵子 　沖縄県 　再ダ
　　３６　上原　紀一 　上原　キク子 　沖縄県 　２次
　　３９　吉沢　登 　荘田　ふみ子 　静岡市 　４次
　　４０　平野　誠一郎 　小林　芳枝 　静岡市 　３次
　　４３　加藤　昌雄 　加藤　千代子 　名古屋市 　再ダ
　　４４　金子　清吉 　金子　つな 　名古屋市 　２次
　　４５　中村　松夫 　仲村　栄子 　福島県 　３次
　　４７　遠藤　栄 　遠藤　孝子 　福島県 　準決
　　４８　佐藤　吉明 　後藤　千枝 　福島県 　決勝　７位
　　４９　荒木　紀三 　荒木　悦子 　群馬県 　４次
　　５１　瀧澤　伸 　瀧澤　智子 　群馬県 　２次
　　５２　青山　亘 　青山　栄子 　群馬県 　３次
　　５３　山田　稔實 　中林　弘子 　島根県 　再ダ
　　５４　松原　勝吉 　佐野　絹代 　島根県 　３次
　　５５　山中　丈夫 　武田　洋子 　島根県 　再ダ
　　５６　石原　惠 　山根　郁子 　島根県 　２次
　　５７　桑原　昇吾 　越智　順子 　鹿児島県 　２次
　　５８　畠中　正 　畠中　芳子 　鹿児島県 　２次
　　５９　武田　一昭 　松永　孝子 　鹿児島県 　２次
　　６０　石原　冨弥 　福永　悦子 　鹿児島県 　再ダ
　　６３　丸山　建夫 　椙本　みち子 　東京都Ａ 　３次
　　６４　桑田　義孝 　桑田　敏子 　東京都Ａ 　決勝　３位
　　６５　上倉　国雄 　外谷　千代 　長野県 　４次
　　６７　藤森　房道 　小野塚　茂子 　長野県 　２次
　　６８　花岡　栄司 　武舎　初美 　長野県 　３次
　　６８　花岡　栄司 　武舎　初美 　長野県 　３次
　　７０　中野　巧 　岡部　ヤエ子 　香川県 　２次
　　７１　松本　茂美 　牧野　美智子 　香川県 　再ダ
　　７２　宮本　収 　宮武　エミ子 　香川県 　再ダ
　　７５　寺田　順生 　寺田　三知枝 　福岡市 　再ダ
　　７６　縄田　義和 　縄田　京子 　福岡市 　再ダ
　　７９　千葉　孝一朗 　平井　眞幸 　岩手県 　２次
　　８０　藤村　誠紘 　齊藤　喜美江 　岩手県 　４次
　　８１　野口　誠 　五老　和代 　静岡県 　４次
　　８２　黒岩　伸一 　黒岩　秀子 　静岡県 　２次



　　８３　渡部　孝満 　松山　静子 　静岡県 　決勝　１位
　　８４　服部　潤佶 　髙橋　えみ子 　静岡県 　３次
　　８７　吉田　勉 　吉田　ひろ子 　滋賀県 　２次
　　８８　安田　高文 　安田　美智子 　滋賀県 　２次
　　８９　佐藤　忠良 　佐藤　洋子 　仙台市 　再ダ
　　９０　大谷　勝 　大谷　あつ子 　仙台市 　２次
　　９１　菅野　八郎 　浅野　はつ子 　仙台市 　２次
　　９２　小幡　孝男 　木須　節子 　仙台市 　４次
　　９５　奥川　幸男 　桜井　幸子 　石川県 　２次
　　９６　早瀬　政雄 　金森　繁子 　石川県 　２次
　１００　棚橋　富雄 　川端　冨美子 　石川県 　３次
　１０１　日髙　達一 　森田　玲子 　愛媛県 　再ダ
　１０２　大加田　光国 　森田　陽子 　愛媛県 　２次
　１０３　五藤　哲雄 　大野　洋子 　愛媛県 　２次
　１０４　西嶋　敏雄 　西岡　利子 　愛媛県 　再ダ
　１０５　奥井　恒明 　奥井　由紀子 　川崎市 　２次
　１０７　高橋　真治 　高橋　勝美 　川崎市 　４次
　１０８　梅島　禎一 　小林　輝子 　川崎市 　４次
　１１１　三鴨　武夫 　佐々木　光代 　岐阜県 　３次
　１１２　熊崎　文和 　遠藤　眞理子 　岐阜県 　４次
　１１３　今井　茂喜 　萩　孝子 　三重県 　２次
　１１４　寺島　价宣 　寺島　百合子 　三重県 　２次
　１１５　城山　勝紀 　川北　安美 　三重県 　２次
　１１６　笠井　克己 　下田　春子 　三重県 　再ダ
　１１７　松浦　澄 　松浦　敬子 　鳥取県 　２次
　１１８　種部　光宏 　国頭　純子 　鳥取県 　２次
　１１９　岡　孝芳 　宇田川　紀子 　鳥取県 　３次
　１２０　秦　静夫 　入江　眞理子 　鳥取県 　２次
　１２１　宮崎　実 　宮崎　由美子 　大分県 　３次
　１２２　高木　義文 　高木　幸子 　大分県 　２次
　１２３　藤澤　博 　藤澤　洋子 　大分県 　２次
　１２６　相曽　明 　小池　やす子 　浜松市 　再ダ
　１２７　大澤　清 　大澤　富枝 　浜松市 　再ダ
　１２８　鈴木　賢治 　田代　孝子 　浜松市 　２次
　１３１　山崎　忠治 　山崎　悦子 　秋田県 　２次
　１３２　柴田　澄男 　柴田　良子 　秋田県 　３次
　１３５　佐藤　太一 　越前　早苗 　新潟県 　２次
　１３６　三浦　正夫 　三浦　キヨ子 　新潟県 　２次
　１３７　小澤　啓助 　小澤　幸子 　山梨県 　２次
　１３８　大原　輝昭 　大原　のり子 　山梨県 　２次
　１３９　小西　廣昭 　上野　喜久子 　山梨県 　２次
　１４０　小林　和幸 　秋山　たみ子 　山梨県 　４次
　１４１　澤田　末次 　澤田　宏子 　大阪府 　２次
　１４２　深田　修二 　深田　麗 　大阪府 　３次
　１４４　橋本　公作 　三木　俊子 　大阪府 　２次
　１４５　小林　四朗 　瀬尾　由利子 　千葉市 　再ダ
　１４６　井上　誠一 　岩西　ちか子 　千葉市 　再ダ
　１４７　谷口　幸隆 　渡邊　みつゑ 　千葉市 　再ダ
　１４８　宮﨑　秀雄 　宮﨑　シゲ子 　千葉市 　再ダ
　１５１　阪下　公一 　阪下　登志 　兵庫県 　２次
　１５２　髙田　美輝男 　高田　弘子 　兵庫県 　２次
　１５３　寺田　国生 　松本　美里 　熊本県 　２次
　１５４　赤星　大輔 　平川　妙子 　熊本県 　２次
　１５５　福田　正秀 　福田　いき子 　熊本県 　３次
　１５６　辻　和芳 　辻　和子 　熊本県 　準決
　１５９　石橋　弘 　石橋　サワ子 　広島市 　２次
　１６０　山本　順治 　山本　春美 　広島市 　再ダ
　１６１　倉島　義彦 　佐々木　はつ子 　宮城県 　２次
　１６３　山田　正 　遠藤　節子 　宮城県 　２次



　１６４　伊藤　薫 　鎌田　きよ子 　宮城県 　２次
　１６５　今井　健造 　廣瀬　滿子 　京都市 　再ダ
　１６７　抜山　富雄 　村田　君江 　京都市 　２次
　１７１　斉藤　京司 　斉藤　桂子 　福井県 　３次
　１７２　仲保　道雄 　渡辺　幸子 　福井県 　３次
　１７３　居樹　保朗 　居樹　林子 　東京都Ｂ 　準決
　１７４　秋山　幹男 　西依　悦子 　東京都Ｂ 　２次
　１７５　中島　毅 　中島　洋子 　東京都Ｂ 　２次
　１７６　藤尾　毅 　藤尾　香津恵 　東京都Ｂ 　準決
　１７７　田井　秀一 　菊田　勝子 　新潟市 　２次
　１７８　丸山　武毅 　丸山　和子 　新潟市 　２次
　１７９　谷内田　秋雄 　田辺　キソ 　新潟市 　４次
　１８０　村山　一也 　村山　愛子 　新潟市 　２次
　１８１　望戸　敏雄 　阪本　陽子 　広島県 　再ダ
　１８２　横田　武 　横田　由里子 　広島県 　再ダ
　１８４　永井　達樹 　石川　智恵子 　広島県 　２次
　１８７　菰野　勝夫 　樋口　智陽子 　福岡県 　２次
　１８８　筒井　一三 　守田　真知子 　福岡県 　決勝　６位
　１８９　中島　清治 　有川　マリ子 　福岡県 　２次
　１９２　髙橋　渡 　高橋　眞紀子 　神奈川県 　決勝　８位
　１９３　西尾　幸悦 　浅地　明美 　神奈川県 　決勝　５位
　１９５　酒井　雅幸 　酒井　悦子 　埼玉県 　３次
　１９６　中野　廣司 　中野　美砂子 　埼玉県 　２次
　１９７　粕谷　光男 　小川　幸恵 　埼玉県 　２次
　１９９　津田　昌幸 　山本　敏江 　横浜市 　３次
　２００　長岡　幸成 　長谷川　登志子 　横浜市 　３次
　２０１　渡辺　徳三 　渡辺　栄子 　横浜市 　３次


