
ユニバーサルグランプリ出場予定選手

リーダー氏名 フリガナ パートナー氏名 フリガナ 都道府県 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ シニア60 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ シニア60

浅沼 香 ｱｻﾇﾏ ｺｳ 徳永 幸子 ﾄｸﾅｶﾞ ｻﾁｺ 東京都 ●

安達 遥一 ｱﾀﾞﾁ ﾖｳｲﾁ 安達 夏海 ｱﾀﾞﾁ ﾅﾂﾐ 東京都 ●

阿部 幸哉 ｱﾍﾞ ﾕｷﾔ 阿部 春香 ｱﾍﾞ ﾊﾙｶ 愛知県 ●

阿部 夢時 ｱﾍﾞ ﾕﾒﾄｷ 土屋 優海 ﾂﾁﾔ ﾕｳﾅ 埼玉県 ●

飯沼 孟大 ｲｲﾇﾏ ﾀｹﾋﾛ 馬場 えりな ﾊﾞﾊﾞ ｴﾘﾅ 神奈川県 ●

石井 雅章 ｲｼｲ ﾏｻｱｷ 大渕 裕子 ｵｵﾌﾞﾁ ﾕｳｺ 東京都 ● ●

石坂 拓人 ｲｼｻﾞｶ ﾀｸﾄ 田中 陽 ﾀﾅｶ ﾐﾅﾐ 東京都 ●

伊藤 夢 ｲﾄｳ ﾕﾒ 齋藤 直美 ｻｲﾄｳ　ﾅｵﾐ 千葉県 ●

稲垣 知宏 ｲﾅｶﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 稲垣 尚美 ｲﾅｶﾞｷ ﾅｵﾐ 東京都 ●

岩崎 将之 ｲﾜｻｷ ﾏｻﾕｷ 中山 絵里加 ﾅｶﾔﾏ ｴﾘｶ 東京都 ●

漆原 義明 ｳﾙｼﾊﾞﾗ ﾖｼｱｷ 漆原 弘子 ｳﾙｼﾊﾞﾗ ﾋﾛｺ 埼玉県 ●　

海老原 拳人 ｴﾋﾞﾊﾗ ｹﾝﾄ タカギ ルナ ﾀｶｷﾞ ﾙﾅ 千葉県 ●

大木 一也 ｵｵｷ ｶｽﾞﾔ ゆり ﾕﾘ 千葉県 ●

太田 慎太郎 ｵｵﾀ ｼﾝﾀﾛｳ 東川 敏子 ﾋｶﾞｼｶﾜ ﾄｼｺ 埼玉県 ●

岡田 重信 ｵｶﾀﾞ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 大野 清美 ｵｵﾉ ｷﾖﾐ 東京都 ●

押川 慧悟 ｵｼｶﾜ ｹｲｺﾞ 和田 知世 ﾜﾀﾞ ﾄﾓﾖ ●

小俣 徳夫 ｵﾏﾀ ﾄｸｵ 川島 杏奈 ｶﾜｼﾏ ｱﾝﾅ 神奈川県 ●

加地 渉 ｶﾁ ﾜﾀﾙ 今橋 紗希 ｲﾏﾊｼ ｻｷ 埼玉県 ●

加藤 修久 ｶﾄｳ ﾅｵﾋｻ 加藤 裕子 ｶﾄｳ ﾕｳｺ 大阪府 ● ●

加藤 勝 ｶﾄｳ ﾏｻﾙ 加藤 光子 ｶﾄｳ ﾐﾂｺ 東京都 ●

上浦 光太郎 ｶﾐｳﾗ ｺｳﾀﾛｳ 伊藤 梨乃 ｲﾄｳ ﾘﾉ 大阪府 ●

川島 秀明 ｶﾜｼﾏ ﾋﾃﾞｱｷ 川島 美紀 ｶﾜｼﾏ ﾐｷ 千葉県 ●

川又 泰 ｶﾜﾏﾀ ﾔｽｼ 川又 幸子 ｶﾜﾏﾀ ｻﾁｺ 東京都 ●

菊地 健男 ｷｸﾁ ﾀｹｵ 河内 登志子 ｶﾜﾁ ﾄｼｺ 神奈川県 ●

木原 瑶万 ｷﾊﾗ ﾖｳﾏ 武田 聡美 ﾀｹﾀﾞ ｻﾄﾐ 東京都 ●

木竜 重信 ｷﾘｭｳ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 安居院 徳子 ｱｸﾞｲ ﾄｸｺ 新潟県 ● ●

工藤 哲夫 ｸﾄﾞｳ ﾃﾂｵ 染谷 美利恵 ｿﾒﾔ ﾐﾄｴ 東京都 ●

熊谷 武久 ｸﾏｶﾞｲ ﾀｹﾋｻ 熊谷 芳子 ｸﾏｶﾞｲ ﾖｼｺ 東京都 ●

倉科 翔 ｸﾗｼﾅ ｶｹﾙ 尾身 菜月 ｵﾐ ﾅﾂｷ 神奈川県 ●

倉田 尭敏 ｸﾗﾀ ｱｷﾄｼ 山本 菜歩子 ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾎｺ 東京都 ●

倉持 強 ｸﾗﾓﾁ ﾂﾖｼ 国府田 陽子 ｺｸﾌﾀﾞ ﾖｳｺ 東京都 ●
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小久保 聡 ｺｸﾎﾞ ｻﾄｼ 谷口 綾子 ﾀﾆｸﾞﾁ　ｱﾔｺ 東京都 ●

古田 幸太郎 ｺﾀﾞ　ｺｳﾀﾛｳ 片桐 愛 ｶﾀｷﾞﾘ ｱｲ 神奈川県 ●

駒﨑 俊司 ｺﾏｻﾞｷ ﾄｼｼﾞ 山口 雪恵 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｷｴ 東京都 ● ●

佐藤 祐馬 ｻﾄｳ ﾕｳﾏ 久保田 理沙 ｸﾎﾞﾀ ﾘｻ 大阪府 ●

澤井 拓 ｻﾜｲ ﾀｸ 中島 陽佳 ﾅｶｼﾏ ﾊﾙｶ 埼玉県 ●

澤田 明朗 ｻﾜﾀﾞ ﾒｲﾛｳ 鈴木 和子 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞｺ 東京都 ●

繁田 徹 ｼｹﾞﾀ ﾄｵﾙ 岩渕 由美子 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾕﾐｺ 千葉県 ●

下田 陸斗 ｼﾓﾀﾞ ﾘｸﾄ 中澤 月野 ﾅｶｻﾞﾜ ﾂｷﾉ 大坂府 ●　

杉戸 一雅 ｽｷﾞﾄ ｶｽﾞﾉﾘ 箕輪 奈津子 ﾐﾉﾜ ﾅﾂｺ 東京都 ●

五月女 光政 ｿｳﾄﾒ ｺｳｾｲ 五月女 叡佳 ｿｳﾄﾒ ｴｲｶ 栃木県 ●

孫 祖博 ｿﾝ ｿﾊｸ 西村 早織 ﾆｼﾑﾗ ｻｵﾘ 東京都 ●

高橋 海 ﾀｶﾊｼ ｶｲ 鈴木 柚葉 ｽｽﾞｷ ﾕｽﾞﾊ 東京都 ●

田中 駿介 ﾀﾅｶ ｼｭﾝｽｹ 勢多 智佳 ｾﾀ ﾄﾓｶ 神奈川県 ●

溜渕 修 ﾀﾏﾘﾌﾞﾁ ｵｻﾑ 小島 優子 ｵｼﾞﾏ ﾕｳｺ 千葉県 ●

富井 勇 ﾄﾐｲ ｲｻﾑ 海老名 美由紀 ｴﾋﾞﾅ ﾐﾕｷ 埼玉県 ●

中谷 光夫 ﾅｶﾀﾆ ﾐﾂｵ 蒲田 智子 ｶﾏﾀ ﾄﾓｺ 東京都 ●

中西 宣貴 ﾅｶﾆｼ ﾉﾌﾞｷ 谷原 心蕗 ﾀﾆﾊﾗ ｺｺﾛ 兵庫県 ●

中村 エドワード 漸 ﾅｶﾑﾗ ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ ｾﾞﾝ 中村 エリザベス 永理 ﾅｶﾑﾗ ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ ｴﾘ 神奈川県 ●

長谷川 定 ﾊｾｶﾞﾜ ｻﾀﾞﾑ 北條 留加 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾙｶ 東京都 ●

濱田 穣 ﾊﾏﾀﾞ ﾕﾀｶ 濱田 のり子 ﾊﾏﾀﾞ ﾉﾘｺ 埼玉県 ●

廣瀬 裕貴 ﾋﾛｾ ﾕｳｷ 小林 咲貴 ｺﾊﾞﾔｼ　ｻｷ 東京都 ●

藤井 創太 ﾌｼﾞｲ ｿｳﾀ 中村 安里 ﾅｶﾑﾗ ｱﾝﾘ 千葉県 ●

藤井 俊幸 ﾌｼﾞｲ ﾄｼﾕｷ 谷本 恵理 ﾀﾆﾓﾄ ｴﾘ 群馬県 ●

藤森 春樹 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾊﾙｷ 金山 咲月 ｶﾅﾔﾏ ｻﾂｷ 東京都 ●

三瓶 友則 ﾐｶﾒ ﾄﾓﾉﾘ 浦田 和美 ｳﾗﾀ ｶｽﾞﾐ 埼玉県 ●

宮内 秀幸 ﾐﾔｳﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ 宮内 久美子 ﾐﾔｳﾁ ｸﾐｺ 千葉県 ●

山崎 清 ﾔﾏｻﾞｷ ｷﾖｼ 山崎 美穂 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾎ 東京都 ●

吉田 篤志 ﾖｼﾀﾞ ｱﾂｼ 礒道 佑菜 ｲｿﾐﾁ ﾕｳﾅ 千葉県 ●

米積 雄大 ﾖﾅﾂﾞﾐ ﾕｳﾀﾞｲ 和田 みさり ﾜﾀﾞ ﾐｻﾘ 神奈川県 ●

渡邉 洸 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｶﾙ 春野 雪 ﾊﾙﾉ ﾕｷ 東京都 ●
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