
2月18日　ランドマークホール

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 神奈川選手権 A級シニア B級 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/モリシタダンススタイル ● ● ● ●

537 市毛 秀明 ｲﾁｹﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 竹下 由紀子 ﾀｹｼﾀ ﾕｷｺ D 茨城県 手塚ダンススタジオ ●

413 一条 まこと ｲﾁｼﾞｮｳ ﾏｺﾄ 一条 みわこ ｲﾁｼﾞｮｳ ﾐﾜｺ A 大阪府 一条ダンススタジオ ● ●

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 ●

638 宇土 曜史 ｳﾄﾞ ﾖｳｼﾞ 伊藤 未途 ｲﾄｳ ﾐｽﾞ A 静岡県 ダンス スタジオ アジール ●

594 遠藤 秀和
ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞｶ
ｽﾞ

土屋 美哉 ﾂﾁﾔ ﾐｶ A 福島県 エンドウヒデカズ ダンススタジオ ●

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 ●

556 岡崎 可寿智 ｵｶｻﾞｷ ｶｽﾞﾁ 矢﨑 芳子 ﾔｻﾞｷ ﾖｼｺ B 神奈川県 ● ●

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 ● ●

81 加藤 眞一 ｶﾄｳ ｼﾝｲﾁ 秋谷 くみ ｱｷﾔ ｸﾐ B 東京都 ダンス大塚会館/松竹ダンスプラザ ●

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 ●

560 香取 伸一 ｶﾄﾘ ｼﾝｲﾁ 秋元 美弥 ｱｷﾓﾄ ﾐﾔ B 千葉県 Dance Studio KATORI ●

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 ● ●

455 川口 剛 ｶﾜｸﾞﾁ ﾂﾖｼ 小林 春香 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ C 東京都 ●

161 菊池 和春 ｷｸﾁ ｶｽﾞﾊﾙ 酒井 恵美 ｻｶｲ ｴﾐ A 神奈川県 フジイダンススクール/ダンスジャルダン大森山王ステューディオ ●

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 ●



2月18日　ランドマークホール

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 神奈川選手権 A級シニア B級 B級シニア C級 D級 N級

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 ●

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 ●

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 ●

273 佐藤 功 ｻﾄｳ ｲｻｵ 赤石 恒子 ｱｶｲｼ ﾂﾈｺ B 新潟県 ワールドステップ ● ●

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 ● ●

362 関 富治 ｾｷ ﾄﾐｼﾞ 吉 東利 ﾁｰ ﾄﾝﾘ B 神奈川県 ●

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 B 埼玉県 タカダダンススクール ● ●

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 ●

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 ● ●

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 ● ●

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 ●

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 ●

487 藤井 柳樹 ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳｼﾞ 丸山 雅子 ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻｺ C 岩手県 藤井ダンススクール ● ●

647 保坂 直伸 ﾎｻｶ ﾅｵﾉﾌﾞ 保坂 佳奈 ﾎｻｶ ｶﾅ B 北海道 SOCIAL DANCING CLUB TEAM ●

538 細目 恭弘 ﾎｿﾒ ﾔｽﾋﾛ 武本 理絵 ﾀｹﾓﾄ ﾘｴ C 東京都 サードダンススクール ●



2月18日　ランドマークホール

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 神奈川選手権 A級シニア B級 B級シニア C級 D級 N級

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- ●

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 長野県 ミズグチダンススクール ● ●

CP-18 峯村 知和 ﾐﾈﾑﾗ ﾄﾓｶｽﾞ 峯村 京子 ﾐﾈﾑﾗ ｷｮｳｺ Ｃ 静岡県 ミネムラダンスワールド ● ● ●

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 ●

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 ●

170 横沢 学 ﾖｺｻﾜ ﾏﾅﾌﾞ 真瀬垣 まり子 ﾏｾｶﾞｷ ﾏﾘｺ C 長野県 ヨコサワソシアルダンス ●

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 ●

249 吉村 真治 ﾖｼﾑﾗ ｼﾝｼﾞ 吉村 美恵子 ﾖｼﾑﾗ　ﾐｴｺ A 岡山県 アマノダンスクラブ ●

278 渡辺 勝彦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾂﾋｺ 加島 久乃 ｶｼﾏ ﾋｻﾉ A 神奈川県 渡辺勝彦ダンス教室 ● ●

353 石田 武 ｲｼﾀﾞ ﾀｹｼ 箕尾 美春 ﾐﾉｵ ﾐﾊﾙ B 東京都 ダンスフォレスト ●

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 ●

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

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 ● ● ●

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 ● ●



2月18日　ランドマークホール

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 関東選手権 B級 C級 D級 N級

石川 典哉 ｲｼｶﾜ ﾌﾐﾔ 石川 奈津子 ｲｼｶﾜ ﾅﾂｺ Ｎ 神奈川県 ダンススクール ステップジョイ ● ● ● ●

81 加藤 眞一 ｶﾄｳ ｼﾝｲﾁ 秋谷 くみ ｱｷﾔ ｸﾐ A 東京都 ダンス大塚会館/松竹ダンスプラザ ●

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 ●

560 香取 伸一 ｶﾄﾘ ｼﾝｲﾁ 秋元 美弥 ｱｷﾓﾄ ﾐﾔ A 千葉県 Dance Studio KATORI ●

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 ●

562 栗山 覚 ｸﾘﾔﾏ ｱｷﾗ 鈴木 沙知 ｽｽﾞｷ ｻﾁ C 千葉県 栗山ダンススタジオ ●

615 笹生 法章 ｻｻｵ ﾉﾘｱｷ 笹生 晶子 ｻｻｵ ｼｮｳｺ A 埼玉県 笹生ダンススタジオ ●

612 白井 鷹征 ｼﾗｲ ﾀｶﾏｻ 泉 侑希 ｲｽﾞﾐ ﾕｷ A 埼玉県 サード・ダンススクール ●

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 ●

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 ● ●

631 藤本 英一 ﾌｼﾞﾓﾄ ｴｲｲﾁ 近藤 日奈子 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾅｺ D 神奈川県 フジモトソシアルダンススタジオ/別府ダンスアカデミー ● ●

538 細目 恭弘 ﾎｿﾒ ﾔｽﾋﾛ 武本 理絵 ﾀｹﾓﾄ ﾘｴ A 東京都 サードダンススクール ●

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 ●

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 ●



2月18日　ランドマークホール

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 関東選手権 B級 C級 D級 N級

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 ● ●

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 ●

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 ●


