
4月22日　ニューピアホール

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 ﾊﾟｰﾄﾅｰﾌﾘｶﾞﾅ 級 出身地 所属 JATDカップ スター チャレンジカップ 100スター 関東シニア B級 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 ●

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 ● ●

240 石巻 健吾 ｲｼﾏｷ ｹﾝｺﾞ 中嶋 美枝子 ﾅｶｼﾏ ﾐｴｺ C 長野県 シノダ・ソシアルダンス ● ●

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 ●

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 ●

268 内田 真史 ｳﾁﾀﾞ ﾏｻﾌﾐ 小村 明美 ｺﾑﾗ ｱｹﾐ A 福岡県 　　　　　　　　　/小村ダンスファクトリー ●

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 ●

597 大坂 宜史 ｵｵｻｶ ﾀｶﾌﾐ 佐々木 由季子 ｻｻｷ ﾕｷｺ A 秋田県 TOYS DANCE PLACE ●

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 ● ●

363 大野 雅俊 ｵｵﾉ ﾏｻﾄｼ 神崎 美棹 ｶﾝｻﾞｷ ﾐｻｵ B 東京都 ダンススタジオ ラ・フェリ ●

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 B 熊本県 ケヅカテツオダンスアカデミー ●

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 ● ●

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 ●

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 ●

585 木村 勇 ｷﾑﾗ ﾕｳｷ 伊藤 瑞穂 ｲﾄｳ ﾐｽﾞﾎ A 埼玉県 ケヅカテツオダンスアカデミー ●



4月22日　ニューピアホール

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 ﾊﾟｰﾄﾅｰﾌﾘｶﾞﾅ 級 出身地 所属 JATDカップ スター チャレンジカップ 100スター 関東シニア B級 C級 D級 N級

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 ●

KP3-34 上妻 秀典 ｺｳﾂﾞﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ 大神 ひとみ ｵｵｶﾞ ﾋﾄﾐ A 福岡県 スタジオ　アンゲリック ● ●

89 小林 修 ｺﾊﾞﾔｼ ｵｻﾑ 馬場先 陽子 ﾊﾞﾊﾞｻｷ ﾖｳｺ A 神奈川県 タグチマツオダンススクール ●

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 ● ● ●

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 ● ●

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 ●

553 杉山 勇 ｽｷﾞﾔﾏ ｲｻﾑ 杉山 美樹 ｽｷﾞﾔﾏ ﾐｷ A 千葉県 ダンスアート杉山 ●

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 ●

432 髙橋 朋博 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾋﾛ 髙橋 亜里子 ﾀｶﾊｼ ｱﾘｺ B 京都府 TOMOダンススタジオ ● ●

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

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 ●

530 中川 真仁 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾄ 横井 まりね ﾖｺｲ ﾏﾘﾈ A 徳島県 矢部行英ダンスカンパニー ●

230 中下 廣 ﾅｶｼﾀ ﾋﾛｼ 田中 ゆう子 ﾀﾅｶ ﾕｳｺ C 鹿児島県 サード・ダンススクール/チャオダンススタジオ ● ●

540 長島 玄起 ﾅｶﾞｼﾏ ｹﾞﾝｷ 鈴木 英香 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞｺ B 神奈川県 タカマツダンススクール ●

318 中島 宗一
ﾅｶｼﾏ ﾑﾈｶ
ｽﾞ

佐久間 久美子 ｻｸﾏ ｸﾐｺ B 愛知県 ●

625 新里 真明 ﾆｲｻﾞﾄ ﾏｻｱｷ 新里 久美子 ﾆｲｻﾞﾄ ｸﾐｺ A 沖縄県 ニイザトダンスアカデミー ● ●



4月22日　ニューピアホール

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 ﾊﾟｰﾄﾅｰﾌﾘｶﾞﾅ 級 出身地 所属 JATDカップ スター チャレンジカップ 100スター 関東シニア B級 C級 D級 N級

559 野田 庄司 ﾉﾀﾞ ｼｮｳｼﾞ 島岡 多恵子 ｼﾏｵｶ ﾀｴｺ D 長野県 NODAダンススクール ● ● ●

619 羽村 康弘 ﾊﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ 中原 千景 ﾅｶﾊﾗ ﾁｶｹﾞ A 山口県 羽村ダンススクール ● ●

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 ● ●

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 ● ●

641 蛭田 康平 ﾋﾙﾀ ｺｳﾍｲ 山本 菜緒 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵ A 埼玉県 助川ダンス教室 ●

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 ●

8 増山 誠記 ﾏｽﾔﾏ ｾｲｷ 増山 和代 ﾏｽﾔﾏ ｶｽﾞﾖ A 東京都 ますやませいきダンススクール ●

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 ●

176 丸山 武昭 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｹｱｷ 三鍋 雪子 ﾐﾅﾍﾞ ﾕｷｺ C 長野県 さらしなダンス倶楽部 ●

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 ●

407 三上 芳弘 ﾐｶﾐ ﾖｼﾋﾛ 小山 百合子 ｺﾔﾏ ﾕﾘｺ A 埼玉県 ダンススクールエメラルド ● ●

56 水口 直哉 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾅｵﾔ 水口 理佳子 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾘｶｺ A 神奈川県 ミズグチダンススクール ● ●

475 南山 光徳 ﾐﾅﾐﾔﾏ ﾐﾂﾉﾘ 新井 雅 ｱﾗｲ ﾐﾔﾋﾞ B 大阪府 ダンス スクエア ●

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 ●

622 宮藤 広 ﾐﾔﾌｼﾞ ﾋﾛｼ 宮藤 裕子 ﾐﾔﾌｼﾞ ﾕｳｺ B 宮崎県 フタガワダンススクール ●

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 ●

301 山口 慎介 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝｽｹ 古浜 志帆美 ﾌﾙﾊﾏ ｼﾎﾐ A 福岡県 スタジオWITH寺井ダンスカンパニー ● ●

山嵜 勝 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾙ 井出 章子 ｲﾃﾞ ｱｷｺ 長野県 ダンススタジオプラナ ● ●



4月22日　ニューピアホール

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 ﾊﾟｰﾄﾅｰﾌﾘｶﾞﾅ 級 出身地 所属 JATDカップ スター チャレンジカップ 100スター 関東シニア B級 C級 D級 N級

170 横沢 学 ﾖｺｻﾜ ﾏﾅﾌﾞ 児玉 いね子 ｺﾀﾞﾏ ｲﾈｺ C 長野県 ヨコサワソシアルダンス ●



4月22日　ニューピアホール

ＪＣＦプロフェッショナルラテンアメリカンダンス競技会

登録番号 リーダー氏名 フリガナ パートナー氏名 ﾊﾟｰﾄﾅｰﾌﾘｶﾞﾅ 級 出身地 所属 全関東 関東シニア B級 C級 D級 N級

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 ● ● ●

627 伊藤 英裕 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾋﾛ 伊藤 美穂 ｲﾄｳ ﾐﾎ A 東京都 白幡ダンススクール ●

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 ●

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 ●

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 ●

553 杉山 勇 ｽｷﾞﾔﾏ ｲｻﾑ 杉山 美樹 ｽｷﾞﾔﾏ ﾐｷ A 千葉県 ダンスアート杉山 ●

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 ●

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 ●

530 中川 真仁 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾄ 横井 まりね ﾖｺｲ ﾏﾘﾈ A 矢部行英ダンスカンパニー ●

619 羽村 康弘 ﾊﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ 中原 千景 ﾅｶﾊﾗ ﾁｶｹﾞ B 山口県 羽村ダンススクール ●

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 ●

475 南山 光徳 ﾐﾅﾐﾔﾏ ﾐﾂﾉﾘ 新井 雅 ｱﾗｲ ﾐﾔﾋﾞ B 大阪府 ダンス スクエア ●

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 ●



4月22日　ニューピアホール

ＪＣＦプロフェッショナルラテンアメリカンダンス競技会

登録番号 リーダー氏名 フリガナ パートナー氏名 ﾊﾟｰﾄﾅｰﾌﾘｶﾞﾅ 級 出身地 所属 全関東 関東シニア B級 C級 D級 N級

387 吉川 雅博 ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾋﾛ 木村 まり子 ｷﾑﾗ ﾏﾘｺ A 埼玉県 スタジオR ●

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 ● ●


