
4月1日　ファストプレース東京

ＪＣＦプロフェッショナルボールルームダンス競技会

登録番号 リーダー氏名 フリガナ パートナー氏名 フリガナ 級 出身地 所属 プレミア ファースト ライジング B級シニア C級 D級 N級

642 天野 功 ｱﾏﾉ ｲｻｵ 天野 麻美子 ｱﾏﾉ ﾏﾐｺ B 千葉県 アマノダンススクール ● ●

611 有原 良義 ｱﾘﾊﾗ ｶｽﾞﾖｼ 前田 馨 ﾏｴﾀﾞ ｶｵﾙ D 千葉県 笹生ダンススタジオ ● ● ●

227 池田 彰宏 ｲｹﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 小島 律子 ｺｼﾞﾏ ﾘﾂｺ A 神奈川県 池田ダンススタジオ ●

637 池本 規恒 ｲｹﾓﾄ ﾉﾘﾁｶ 樫本 真実 ｶｼﾓﾄ ﾏﾐ A 福岡県 イケモトダンスワールド ●

10 石川 浩之 ｲｼｶﾜ ﾋﾛﾕｷ 菅野 純代 ｽｶﾞﾉ ｽﾐﾖ A 栃木県 イシカワヒロユキダンススタジオ ● ●

4 石原 正敏 ｲｼﾊﾗ ﾏｻﾄｼ 横山 晴巳 ﾖｺﾔﾏ ﾊﾙﾐ A 東京都 サード・ダンススクール&STAR ROAD DANCE CENTER ●

400 一條 正雄 ｲﾁｼﾞｮｳ ﾏｻｵ 小林 良子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼｺ C 福島県 ●

449 岩崎 祐一 ｲﾜｻｷ ﾕｳｲﾁ 三井 なおみ ﾐﾂｲ ﾅｵﾐ A 埼玉県 Ｍ・トモミスポーツダンスクラブ ●

569 岩田 亮二 ｲﾜﾀ ﾘｮｳｼﾞ 加﨑 万智 ｶｻﾞｷ ﾏﾁ A 静岡県 青柳ダンスアカデミー ● ●

575 大内 孝則 ｵｵｳﾁ ﾀｶﾉﾘ 松岡 礼 ﾏﾂｵｶ ｱﾔ C 福島県 松竹ダンスプラザ ●

601 大竹 道雄 ｵｵﾀｹ ﾐﾁｵ 高田 美穂子 ﾀｶﾀﾞ ﾐﾎｺ A 栃木県 オオタケダンススクール ● ●

514 小野 大輔 ｵﾉ ﾀﾞｲｽｹ 中村 佳菜 ﾅｶﾑﾗ ｶﾅ A 茨城県 サード・ダンススクール ●

643 小野寺 国市 ｵﾉﾃﾞﾗ ｸﾆｲﾁ 藤井 洋子 ﾌｼﾞｲ ﾖｳｺ D 神奈川県 KSCダンススタジオ/アマノダンスクラブ ● ●

5 片山 雄暉 ｶﾀﾔﾏ ﾕｳｷ 片山 法子 ｶﾀﾔﾏ ﾉﾘｺ A 東京都 片山ダンススクール ●

592 勝俣 広 ｶﾂﾏﾀ ﾋﾛｼ 札 京子 ﾌﾀﾞ ｷｮｳｺ C 栃木県 蔵の街ダンススタジオFuda ● ●

640 河合 雄大 ｶﾜｲ ﾕｳﾀ 磯江 麻衣 ｲｿｴ ﾏｲ D 東京都 フジワラダンスアカデミー ● ●

165 木下 聡明 ｷﾉｼﾀ ﾄｼｱｷ 山内 砂穂 ﾔﾏｳﾁ ｻﾎ A 神奈川県 木下ダンスワールド ●
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115 楠谷 喜洋 ｸｽﾀﾆ ﾖｼﾋﾛ 楠谷 恵 ｸｽﾀﾆ ﾒｸﾞﾐ A 東京都 片山ダンススクール ●

307 越川 真人 ｺｼｶﾜ ﾏｻﾄ 越川 民子 ｺｼｶﾜ ﾀﾐｺ A 茨城県 コシカワダンススクール ●

324 小平 寛 ｺﾀﾞｲﾗ ﾋﾛｼ 上村 美保 ｳｴﾑﾗ ﾐﾎ A 岩手県 コダイラヒロシダンススクール ●

492 坂本 裕次 ｻｶﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 染谷 知子 ｿﾒﾔ ﾄﾓｺ D 東京都 　　　　 ●

599 佐久間 重行 ｻｸﾏ ｼｹﾞﾕｷ 渋谷 春美 ｼﾌﾞﾔ ﾊﾙﾐ D 千葉県 市原ダンススクール/海老原ダンススクール ● ● ●

305 櫻井 朝之 ｻｸﾗｲ ﾄﾓﾕｷ 木須 サオリ ｷｽ ｻｵﾘ A 東京都 小嶋鉄治ダンススタジオ ●

東北19 佐々木 辰美 ｻｻｷ ﾀﾂﾐ 田口登紀子 ﾀｸﾞﾁ ﾄｷｺ C 秋田県 タツミダンススタジオ ● ●

586 芝崎 剣一
ｼﾊﾞｻﾞｷ ｹﾝｲ
ﾁ

石黒 織恵 ｲｼｸﾞﾛ ｵﾘｴ D 東京都 Dance PATIO T＆T ● ●

357 Shao Shuai ｼｮｳ ｽｲ 田中 彩恵 ﾀﾅｶ ｻｴ A 神奈川県 Dance PATIO T&T/ヨコミチダンスプラザ ●

394 杉村 浩也 ｽｷﾞﾑﾗ ﾋﾛﾔ 山梨 智美 ﾔﾏﾅｼ ﾄﾓﾐ C 広島県 スタジオWITHテライダンスカンパニー ●

605 鈴木 康友 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾄﾓ 鈴木 海美 ｽｽﾞｷ ｳﾐ A 静岡県 高円寺 毛塚ダンス教室 ●

329 世古宗 弘一 ｾｺﾑﾈ ｺｳｲﾁ 世古宗 友子 ｾｺﾑﾈ ﾄﾓｺ A 鹿児島県 セコムネ ダンス フィールド ●

614 田中 航介 ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ 成澤 夏帆 ﾅﾘｻﾜ ｶﾎ C 東京都 大塚出ダンススクール ●

549 田中 雄大 ﾀﾅｶ ﾀｹﾋﾛ 小倉 さゆり ｵｸﾞﾗ ｻﾕﾘ A 千葉県 ● ●

450 朝増 拓哉 ﾁｮｳｿｳ ﾀｸﾔ 中川 千秋 ﾅｶｶﾞﾜ ﾁｱｷ A 神奈川県 スズキイチロー・ダンスアカデミー ●

360 当麻 眞示 ﾄｳﾏ ｼﾝｼﾞ 木村 佳代子 ｷﾑﾗ ｶﾖｺ A 鹿児島県 横浜ダンス学院 ●

47 西原 光熙 ﾆｼﾊﾗ ｺｳｷ 西原 典子 ﾆｼﾊﾗ ﾉﾘｺ A 神奈川県 ニシハラコウキダンスアカデミー ●
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128 林 俊徳 ﾊﾔｼ ﾄｼﾉﾘ 林 曜子 ﾊﾔｼ ﾖｳｺ B 東京都 ホールセントラル ●

636 日高 清年 ﾋﾀﾞｶ ｷﾖﾄｼ 日高 愛子 ﾋﾀﾞｶ ｱｲｺ D 栃木県 ワールドダンスフジオカ ● ●

645 平岡 雅司 ﾋﾗｵｶ ﾏｻｼ 藤本 亜弥 ﾌｼﾞﾓﾄ ｱﾔ C 千葉県 平岡ダンススクール ● ●

647 保坂 直伸 ﾎｻｶ ﾅｵﾉﾌﾞ 保坂 佳奈 ﾎｻｶ ｶﾅ B 神奈川県 SOCIAL DANCING CLUB TEAM ●

205 正藤 隆史 ﾏｻﾄｳ ﾀｶｼ 正藤 智子 ﾏｻﾄｳ ﾄﾓｺ A 東京都 正藤ダンススクール ●

98 松下 吉志 ﾏﾂｼﾀ ﾖｼﾕｷ 千波 杏奈 ｾﾝﾊﾞ ｱﾝﾅ A 富山県 アマノダンスアカデミー ● ●

563 三上 和久 ﾐｶﾐ ｶｽﾞﾋｻ 川又 千佳 ｶﾜﾏﾀ ﾁｶ A 埼玉県 サード・ダンススクール ●

389 水出 光 ﾐｽﾞｲﾃﾞ ﾋｶﾙ 雨宮 可奈 ｱﾒﾐﾔ ｶﾅ A 栃木県 矢部行英ダンスカンパニー ●

511 宮川 祐也 ﾐﾔｶﾜ ﾕｳﾔ 宮川 友里子 ﾐﾔｶﾜ ﾕﾘｺ A 新潟県 チャオダンススタジオ/中田ダンススクール ●

630 迎 孝 ﾑｶｴ ﾀｶｼ 永野 瑞穂 ﾅｶﾞﾉ ﾐｽﾞﾎ B 東京都 STAR ROAD DANCE CENTER ● ● ●

267 安井 建 ﾔｽｲ ｹﾝ 中川 洋子 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｳｺ B 東京都 ダンススタジオ ブルーム ●
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648 石川 典哉 ｲｼｶﾜ ﾌﾐﾔ 石川 奈津子 ｲｼｶﾜ ﾅﾂｺ D 神奈川県 ダンススクール ステップジョイ ● ● ●

400 一條 正雄 ｲﾁｼﾞｮｳ ﾏｻｵ 小林 良子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼｺ C 福島県 ●

449 岩崎 祐一 ｲﾜｻｷ ﾕｳｲﾁ 三井 なおみ ﾐﾂｲ ﾅｵﾐ A 埼玉県 Ｍ・トモミスポーツダンスクラブ ●

298 打越 美智夫 ｳﾁｺｼ ﾐﾁｵ 打越 珠恵 ｳﾁｺｼ ﾀﾏｴ A 茨城県 ウチコシミチオダンススタジオＤ2 ●

634 歩浜 敏夫 ｶﾁﾊﾏ ﾄｼｵ 松浦 のぞみ ﾏﾂｳﾗ ﾉｿﾞﾐ A 熊本県 ケヅカテツオダンスアカデミー ●

607 加藤 義人 ｶﾄｳ ﾖｼﾋﾄ 小林 維斗 ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾄ A 岐阜県 二ﾂ森亨ダンスアカデミー ●

219 金久保 幸夫 ｶﾅｸﾎﾞ ﾕｷｵ 勝山 エミ ｶﾂﾔﾏ ｴﾐ B 埼玉県 　　　　　　/ダンススクール・エメラルド ●

165 木下 聡明 ｷﾉｼﾀ ﾄｼｱｷ 山内 砂穂 ﾔﾏｳﾁ ｻﾎ A 神奈川県 木下ダンスワールド ●

18110199 木本 慎吾 ｷﾓﾄ ｼﾝｺﾞ 齊藤 綾華 ｻｲﾄｳ ｱﾔｶ A 大阪府 ダンスカレッジ木本 ● ●

492 坂本 裕次 ｻｶﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 染谷 知子 ｿﾒﾔ ﾄﾓｺ C 東京都 　　　　 ●

595 瑞慶覧 長明 ｽﾞｹﾗﾝ ｵｻｱｷ 狩野 明日香 ｶﾉｳ ｱｽｶ A 沖縄県 タカハシトシアキダンススタジオ/タキガワダンススクール ●

605 鈴木 康友 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾄﾓ 鈴木 海美 ｽｽﾞｷ ｳﾐ A 静岡県 高円寺 毛塚ダンス教室 ●

495 髙田 信行 ﾀｶﾀﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 嶋田 弥生 ｼﾏﾀﾞ ﾔﾖｲ C 埼玉県 タカダダンススクール ●

344 武田 葵 ﾀｹﾀﾞ ｱｵｲ 坪井 みみ ﾂﾎﾞｲ ﾐﾐ B 東京都 サード・ダンススクール/mimi dance ● ● ●

614 田中 航介 ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ 成澤 夏帆 ﾅﾘｻﾜ ｶﾎ A 東京都 大塚出ダンススクール ● ●

645 平岡 雅司 ﾋﾗｵｶ ﾏｻｼ 藤本 亜弥 ﾌｼﾞﾓﾄ ｱﾔ C 千葉県 平岡ダンススクール ● ●

523 溝上 正幸 ﾐｿﾞｶﾐ ﾏｻﾕｷ 杉谷 美樹 ｽｷﾞﾀﾆ ﾐｷ A 鳥取県 海宝ダンススクール ●
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364 森 昌太 ﾓﾘ ｼｮｳﾀ 沖本 梨江 ｵｷﾓﾄ ﾘｴ A 北海道 ミヤジマヒデユキダンススクール ●

267 安井 建 ﾔｽｲ ｹﾝ 中川 洋子 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｳｺ A 東京都 ダンススタジオ ブルーム ●

512 山城 徹 ﾔﾏｼﾛ ﾄｵﾙ 野口 ケイコ ﾉｸﾞﾁ ｹｲｺ C 埼玉県 ● ●

633 亘 肇夫 ﾜﾀﾘ ﾄｼｵ 湯浅 奈緒子 ﾕｱｻ ﾅｵｺ C 神奈川県 ● ●


