
９月２日　ファーストプレイス東京

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 フリガナ 級 所属 スター チャレンジ ライジング Ｂ級 Ｃ級 Ｄ級 Ｎ級

0648 石川 典哉 ｲｼｶﾜ ﾌﾐﾔ 石川 奈津子 ｲｼｶﾜ ﾅﾂｺ D ダンススクール ステップジョイ ● ● ●

0627 伊藤 英裕 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾋﾛ 伊藤 美穂 ｲﾄｳ ﾐﾎ A 白幡ダンススクール ●

0392 遠藤 健一郎 ｴﾝﾄﾞｳ ｹﾝｲﾁﾛｳ 遠藤 知美 ｴﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾐ A M・トモミ スポーツダンスクラブ ●

0514 小野 大輔 ｵﾉ ﾀﾞｲｽｹ 中村 佳菜 ﾅｶﾑﾗ ｶﾅ B サード・ダンススクール ● ●

0081 加藤 眞一 ｶﾄｳ ｼﾝｲﾁ 秋谷 くみ ｱｷﾔ ｸﾐ A ダンス大塚会館/松竹ダンスプラザ ●

0607 加藤 義人 ｶﾄｳ ﾖｼﾋﾄ 小林 維斗 ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾄ A 二ﾂ森亨ダンスアカデミー ●

0624 杵渕 浩 ｷﾈﾌﾞﾁ ﾋﾛｼ 田中 恵梨香 ﾀﾅｶ ｴﾘｶ D ダンススポーツ学園ウィーン ● ●

0165 木下 聡明 ｷﾉｼﾀ ﾄｼｱｷ 山内 砂穂 ﾔﾏｳﾁ ｻﾎ A 木下ダンスワールド ●

0612 白井 鷹征 ｼﾗｲ ﾀｶﾏｻ 泉 侑希 ｲｽﾞﾐ ﾕｷ A サード・ダンススクール ●

0605 鈴木 康友 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾄﾓ 鈴木 海美 ｽｽﾞｷ ｳﾐ A 高円寺 毛塚ダンス教室 ●

0344 武田 葵 ﾀｹﾀﾞ ｱｵｲ 坪井 みみ ﾂﾎﾞｲ ﾐﾐ B サード・ダンススクール/mimi dance ● ●

0496 手塚 忍 ﾃﾂﾞｶ ｼﾉﾌﾞ 麗伽 ﾚｲｶ A 手塚ダンススタジオ/Healingart Dance Academy ●

0530 中川 真仁 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾄ まりね ﾏﾘﾈ A 矢部行英ダンスカンパニー ●

0619 羽村 康弘 ﾊﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ 中原 千景 ﾅｶﾊﾗ ﾁｶｹﾞ B 羽村ダンススクール ●

0645 平岡 雅司 ﾋﾗｵｶ ﾏｻｼ 藤本 亜弥 ﾌｼﾞﾓﾄ ｱﾔ C 平岡ダンススクール ● ●



９月２日　ファーストプレイス東京

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 フリガナ 級 所属 スター チャレンジ ライジング Ｂ級 Ｃ級 Ｄ級 Ｎ級

0008 増山 誠記 ﾏｽﾔﾏ ｾｲｷ 増山 和代 ﾏｽﾔﾏ ｶｽﾞﾖ A ますやませいきダンススクール ●

0475 南山 光徳 ﾐﾅﾐﾔﾏ ﾐﾂﾉﾘ 新井 雅 ｱﾗｲ ﾐﾔﾋﾞ B ダンス スクエア ●

0512 山城 徹 ﾔﾏｼﾛ ﾄｵﾙ 野口 ケイコ ﾉｸﾞﾁ ｹｲｺ C ● ●



９月２日　ファーストプレイス東京

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 所属 100スター ライジング B級 C級 D級 N級

0611 有原 良義 ｱﾘﾊﾗ ｶｽﾞﾖｼ 前田 馨 ﾏｴﾀﾞ ｶｵﾙ D 笹生ダンススタジオ ● ● ● ●

0227 池田 彰宏 ｲｹﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 小島 律子 ｺｼﾞﾏ ﾘﾂｺ A 池田ダンススタジオ ●

0010 石川 浩之 ｲｼｶﾜ ﾋﾛﾕｷ 菅野 純代 ｽｶﾞﾉ ｽﾐﾖ A イシカワヒロユキダンススタジオ ●

0413 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 一条ダンススタジオ ● ●

0627 伊藤 英裕 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾋﾛ 伊藤 美穂 ｲﾄｳ ﾐﾎ A 白幡ダンススクール ●

0569 岩田 亮二 ｲﾜﾀ ﾘｮｳｼﾞ 加﨑 万智 ｶｻﾞｷ ﾏﾁ A 青柳ダンスアカデミー ●

0268 内田 真史 ｳﾁﾀﾞ ﾏｻﾌﾐ 小村 明美 ｺﾑﾗ ｱｹﾐ A 　　　　　　　　　/小村ダンスファクトリー ●

0594 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 エンドウヒデカズ ダンススタジオ ●

0575 大内 孝則 ｵｵｳﾁ ﾀｶﾉﾘ 松岡 礼 ﾏﾂｵｶ ｱﾔ C 松竹ダンスプラザ ● ●

0556 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 ● ●

0081 加藤 眞一 ｶﾄｳ ｼﾝｲﾁ 秋谷 くみ ｱｷﾔ ｸﾐ B ダンス大塚会館/松竹ダンスプラザ ●

0607 加藤 義人 ｶﾄｳ ﾖｼﾋﾄ 小林 維斗 ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾄ A 二ﾂ森亨ダンスアカデミー ●

0455 川口 剛 ｶﾜｸﾞﾁ ﾂﾖｼ 小林 春香 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ C ●

0165 木下 聡明 ｷﾉｼﾀ ﾄｼｱｷ 山内 砂穂 ﾔﾏｳﾁ ｻﾎ A 木下ダンスワールド ●

0307 越川 真人 ｺｼｶﾜ ﾏｻﾄ 越川 民子 ｺｼｶﾜ ﾀﾐｺ A コシカワダンススクール ●



９月２日　ファーストプレイス東京

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 所属 100スター ライジング B級 C級 D級 N級

0599 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 市原ダンススクール/海老原ダンススクール ● ●

0586 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 Dance PATIO T＆T ● ●

0553 杉山 勇 ｽｷﾞﾔﾏ ｲｻﾑ 杉山 美樹 ｽｷﾞﾔﾏ ﾐｷ A ダンスアート杉山 ●

0605 鈴木 康友 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾄﾓ 鈴木 海美 ｽｽﾞｷ ｳﾐ A 高円寺 毛塚ダンス教室 ●

0432 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 TOMOダンススタジオ ● ●

0646 高橋 正明 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｱｷ 高橋 ルミ ﾀｶﾊｼ ﾙﾐ D タカハシマサアキダンススクール ● ● ●

0496 手塚 忍 ﾃﾂﾞｶ ｼﾉﾌﾞ 麗伽 ﾚｲｶ D 手塚ダンススタジオ/Healingart Dance Academy ● ●

0530 中川 真仁 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾄ まりね ﾏﾘﾈ A 矢部行英ダンスカンパニー ●

0318 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 ●

0619 羽村 康弘 ﾊﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ 中原 千景 ﾅｶﾊﾗ ﾁｶｹﾞ A 羽村ダンススクール ●

0645 平岡 雅司 ﾋﾗｵｶ ﾏｻｼ 藤本 亜弥 ﾌｼﾞﾓﾄ ｱﾔ C 平岡ダンススクール ● ●

0647 保坂 直伸 ﾎｻｶ ﾅｵﾉﾌﾞ 保坂 佳奈 ﾎｻｶ ｶﾅ B SOCIAL DANCING CLUB TEAM ● ●

0008 増山 誠記 ﾏｽﾔﾏ ｾｲｷ 増山 和代 ﾏｽﾔﾏ ｶｽﾞﾖ A ますやませいきダンススクール ●

0098 松下 吉志 ﾏﾂｼﾀ ﾖｼﾕｷ 千波 杏奈 ｾﾝﾊﾞ ｱﾝﾅ A アマノダンスアカデミー ●

0407 三上 芳弘 ﾐｶﾐ ﾖｼﾋﾛ 小山 百合子 ｺﾔﾏ ﾕﾘｺ A ダンススクールエメラルド ●



９月２日　ファーストプレイス東京

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 所属 100スター ライジング B級 C級 D級 N級

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 峯村ダンススタジオ ● ● ●

0511 宮川 祐也 ﾐﾔｶﾜ ﾕｳﾔ 宮川 友里子 ﾐﾔｶﾜ ﾕﾘｺ A チャオダンススタジオ/中田ダンススクール ●

0649 山本 章平 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ 村田 真理 ﾑﾗﾀ ﾏﾘ N アクトレススポーツダンススタジオ104 ● ●

0487 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 藤井ダンススクール ● ●

0176 丸山 武昭 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｹｱｷ 三鍋 雪子 ﾐﾅﾍﾞ ﾕｷｺ C さらしなダンス倶楽部 ●


