
B-19月１6日　場所：日本武道館

ＪＣＦ･アマチュア･ボールルーム競技会 50音順

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 都道府県 級 ギャラクシー シニア B級 備考

03773 新井 奨平 ｱﾗｲ ｼｮｳﾍｲ 穂高 早紀 ﾎﾀｶ ｻｷ 埼玉県 C ●

03761 池田 泰規 ｲｹﾀﾞ ﾔｽﾉﾘ 池田 佐知子 ｲｹﾀﾞ ｻﾁｺ 神奈川県 B ●

03774 石山 誠 ｲｼﾔﾏ ﾏｺﾄ 石山 直子 ｲｼﾔﾏ ﾅｵｺ 千葉県 B ●

02255 伊勢田 明彦 ｲｾﾀﾞ ｱｷﾋｺ 伊勢田 和子 ｲｾﾀﾞ ｶｽﾞｺ 千葉県 B ●

00678 依田 泰則 ｲﾀﾞ ﾔｽﾉﾘ 邨田 ひろ子 ﾑﾗﾀ ﾋﾛｺ 千葉県 A ●

03086 板谷 裕志 ｲﾀﾔ ﾋﾛｼ 鳥居 智重子 ﾄﾘｲ ﾁｴｺ 東京都 A ●

03778 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 A ●

未登録 稲垣 浩 ｲﾅｶﾞｷ ﾋﾛｼ 伊藤 千恵美 ｲﾄｳ ﾁｴﾐ 北海道 A ●

未登録 井口 雅夫 ｲﾉｸﾁ ﾏｻｵ 松村 まさ子 ﾏﾂﾑﾗ ﾏｻｺ 埼玉県 ●

未登録 今宮 拓也 ｲﾏﾐﾔ ﾀｸﾔ 今宮 加奈美 ｲﾏﾐﾔ ｶﾅﾐ 埼玉県 ●

海外選手10 Wilson Lyu ｳｨﾙｿﾝ･ﾘﾕｰ Sally Lui ｻﾘｰ･ﾘｭｲ Hong Kong ● ●

海外選手7 Wei Wei ｳｪｲ･ｳｪｲ Connie Choi ｺﾆｰ･ﾁｮｲ Hong Kong ●

00509 内村 弘己 ｳﾁﾑﾗ ﾋﾛﾐ 内村 貴美子 ｳﾁﾑﾗ ｷﾐｺ 茨城県 A ●

03228 大久保 奮彌 ｵｵｸﾎﾞ ﾀﾂﾋﾛ 大久保 典子 ｵｵｸﾎﾞ ﾉﾘｺ 千葉県 A ●

未登録 太田 雅啓 ｵｵﾀ ﾏｻﾋﾛ 太田 はるみ ｵｵﾀ ﾊﾙﾐ 大阪市 ●

03740 太田 雄三 ｵｵﾀ ﾕｳｿﾞｳ 田沢 千鶴子 ﾀｻﾞﾜ ﾁｽﾞｺ 埼玉県 B ●

00584 大塚 勝男 ｵｵﾂｶ ｶﾂｵ 大塚 孝子 ｵｵﾂｶ ﾀｶｺ 埼玉県 A ●

02827 大塚 延広 ｵｵﾂｶ ﾉﾌﾞﾋﾛ 清田 二三子 ｷﾖﾀ ﾌﾐｺ 東京都 A ●

03003 大野 剛志 ｵｵﾉ ﾂﾖｼ 井出 真理 ｲﾃﾞ ﾏﾘ 神奈川県 A ● ●

02784 岡田 晶己 ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾐ 岡田 眞利子 ｵｶﾀﾞ ﾏﾘｺ 神奈川県 C ●

03805 岡野 次男 ｵｶﾉ ﾂｷﾞｵ 本村 優子 ﾓﾄﾑﾗ ﾏｻｺ 埼玉県 C ●

01606 荻野 髙重 ｵｷﾞﾉ ﾀｶｼｹﾞ 平野 京子 ﾋﾗﾉ ｷｮｳｺ 神奈川県 C ● ●

未登録 小國 貴信 ｵｸﾞﾆ ﾀｶﾉﾌﾞ 和田 奈那美 ﾜﾀﾞ ﾅﾅﾐ 神奈川県 ●

未登録 尾﨑 亮介 ｵｻﾞｷ ﾘｮｳｽｹ 土屋 舞姫 ﾂﾁﾔ ﾏｷ 東京都 A ●

00575 押田 恒由 ｵｼﾀﾞ ﾂﾈﾖｼ 田口 美知子 ﾀｸﾞﾁ ﾐﾁｺ 埼玉県 A ●

01565 小田 馨 ｵﾀﾞ ｶｵﾙ 浜田 千代子 ﾊﾏﾀﾞ ﾁﾖｺ 東京都 C ●

01205 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 A ●

未登録 恩田 時央 ｵﾝﾀﾞ ﾄｷｵ 山本 菜歩子 ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾎｺ 埼玉県 ●

03139 鹿島 和彦 ｶｼﾞﾏ ｶｽﾞﾋｺ 由野 裕子 ﾖｼﾉ ﾋﾛｺ 埼玉県 B ●

未登録 片庭 雄広 ｶﾀﾇﾜ ﾕｳｺｳ 西本 奈生 ﾆｼﾓﾄ ﾅｵ 茨城県 ● ●

03682 加地 渉 ｶﾁ ﾜﾀﾙ 今橋 紗希 ｲﾏﾊｼ ｻｷ 埼玉県 A ● 招待選手

9210102 加藤 修久 ｶﾄｳ ﾅｵﾋｻ 加藤 裕子 ｶﾄｳ ﾕｳｺ 大阪府 ● ●



B-29月１6日　場所：日本武道館

ＪＣＦ･アマチュア･ボールルーム競技会 50音順

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 都道府県 級 ギャラクシー シニア B級 備考

03513 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 A ●

03442 菊池 一裕 ｷｸﾁ ｶｽﾞﾋﾛ 菊池 麗 ｷｸﾁ ﾚｲ 東京都 B ● ●

02113 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 A ● ●

03066 岸 和夫 ｷｼ ｶｽﾞｵ 岸 園子 ｷｼ ｿﾉｺ 東京都 B ●

03801 木村 圭 ｷﾑﾗ ｹｲ 林 真美 ﾊﾔｼ ﾏﾐ 千葉県 B ●

未登録 木村 康平 ｷﾑﾗ ｺｳﾍｲ 江藤 杏奈 ｴﾄｳ ｱﾝﾅ 神奈川県 ●

未登録 木村 静彦 ｷﾑﾗ ｼｽﾞﾋｺ 池田 久仁子 ｲｹﾀﾞ ｸﾆｺ 東京都 ●

01664 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 A ● ●

03210 工藤 哲夫 ｸﾄﾞｳ ﾃﾂｵ 佐藤 直子 ｻﾄｳ ﾅｵｺ 東京都 B ● ●

未登録 熊谷 光晃 ｸﾏｶﾞｲ ﾐﾂｱｷ 粕尾 明日香 ｶｽｵ ｱｽｶ 東京都 A ●

未登録 倉田 尭敏 ｸﾗﾀ ｱｷﾄｼ 志田 真梨亜 ｼﾀﾞ ﾏﾘｱ 東京都 C ●

00287 倉持 和司 ｸﾗﾓﾁ ｶｽﾞｼ 大橋 憲子 ｵｵﾊｼ ﾉﾘｺ 神奈川県 Ａ ●

00768 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 B ●

01519 栗城 孝至 ｸﾘｷ ﾀｶｼ 北野 征子 ｷﾀﾉ ｾｲｺ 東京都 B ● ●

03517 小井手 政則 ｺｲﾃﾞ ﾏｻﾉﾘ 村松 なおみ ﾑﾗﾏﾂ  ﾅｵﾐ 神奈川県 A ●

01770 後藤 孝広 ｺﾞﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 後藤 逸子 ｺﾞﾄｳ ｲﾂｺ 埼玉県 A ●

未登録 後藤 勝哉 ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾔ 高橋 里緒 ﾀｶﾊｼ ﾘｵ 神奈川県 ●

CA-1 小林 潤一 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ 小林 麻衣 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲ 石川県 A ●

03386 小林 暉男 ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾙｵ 小黒 敬子 ｵｸﾞﾛ ｹｲｺ 東京都 C ●

01461 小林 美紀 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾉﾙ 小嶋 まさ江 ｺｼﾞﾏ ﾏｻｴ 神奈川県 B ●

01810 小山 正治 ｺﾔﾏ ﾏｻｼﾞ 小山 涼子 ｺﾔﾏ ﾘｮｳｺ 東京都 A ●

海外選手5 Kong Neung Tim ｺﾝ･ﾈｩﾝ･ﾃｨﾑ Yu Suk Fong ﾕ･ｽｸ･ﾌｫﾝ Hong Kong ●

00393 近藤 勝寿 ｺﾝﾄﾞｳ ｶﾂﾋｻ 近藤 春代 ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾖ 東京都 A ●

未登録 近藤 義弘 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾋﾛ 堂城 美賀子 ﾀｶｷﾞ ﾐｶｺ 神奈川県 ●

00035 齋藤 実 ｻｲﾄｳ ﾐﾉﾙ 齋藤 千枝子 ｻｲﾄｳ ﾁｴｺ 東京都 A ●

海外選手11 Zhao Yi Da ｻﾞｵ･ｲﾀﾞ Alice Lim ｱｨｽ･ﾘﾑ Hong Kong ●

00593 酒井 誠 ｻｶｲ ﾏｺﾄ 酒井 多加子 ｻｶｲ ﾀｶｺ 東京都 A ● ●

02185 佐久間 利和 ｻｸﾏ ﾄｼｶｽﾞ 佐久間 恵子 ｻｸﾏ ｹｲｺ 東京都 A ●

00032 佐々 英成 ｻｻ ﾋﾃﾞﾅﾘ 佐々 昌子 ｻｻ ｱｷｺ 東京都 B ●

02499 佐々木 信一 ｻｻｷ ｼﾝｲﾁ 岸 克子 ｷｼ ｶﾂｺ 神奈川県 C ●

未登録 佐々木 裕一 ｻｻｷ ﾕｳｲﾁ 下井田 裕子 ｼﾓｲﾀﾞ ﾕｳｺ 神奈川県 C ●

00857 佐藤 晃 ｻﾄｳ ｱｷﾗ 川島 伊吹 ｶﾜｼﾏ ｲﾌﾞｷ 東京都 A ●



B-39月１6日　場所：日本武道館

ＪＣＦ･アマチュア･ボールルーム競技会 50音順

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 都道府県 級 ギャラクシー シニア B級 備考

07001 佐藤 弘美 ｻﾄｳ ﾋﾛﾐ 安達 玲子 ｱﾀﾞﾁ ﾚｲｺ 神奈川県 B ●

未登録 佐藤 祐馬 ｻﾄｳ ﾕｳﾏ 久保田 理沙 ｸﾎﾞﾀ ﾘｻ 大阪府 ●

00258 佐藤 林平 ｻﾄｳ ﾘﾝﾍﾟｲ 玉村 貴美子 ﾀﾏﾑﾗ ｷﾐｺ 埼玉県 B ●

03594 佐野 守 ｻﾉ ﾏﾓﾙ 宮崎 洋子 ﾐﾔｻﾞｷ ﾖｳｺ 東京都 B ●

全KA3-18 澤田 勝夫 ｻﾜﾀﾞ ｶﾂｵ 澤田 治子 ｻﾜﾀﾞ ﾊﾙｺ 福岡県 B ●

02375 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 D ●

海外選手6 Zhang Feng Xin ｻﾞﾝ･ﾌｪﾝｸｼﾝ Connie Fung ｺﾆｰ･ﾌｧﾝ Hong Kong ●

03120 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 A ● ●

02112 柴田 俊男 ｼﾊﾞﾀ ﾄｼｵ 天野 貴美子 ｱﾏﾉ ｷﾐｺ 東京都 A ●

03136 嶋貫 孝彦 ｼﾏﾇｷ ﾀｶﾋｺ 阪 容代 ｻｶ　ﾋﾛﾖ 神奈川県 A ●

03808 清水 弘隆 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾀｶ 陶山 美穂 ｽﾔﾏ ﾐﾎ 東京都 A ●

未登録 清水 雅俊 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾄｼ 藤井 有紗 ﾌｼﾞｲ ｱﾘｻ 東京都 ●

03784 杉村 渓太 ｽｷﾞﾑﾗ ｹｲﾀ 木村 麻理子 ｷﾑﾗ ﾏﾘｺ 東京都 A ●

02418 鈴木 国夫 ｽｽﾞｷ ｸﾆｵ 和田 栄子 ﾜﾀﾞ ｴｲｺ 神奈川県 B ●

03548 鈴木 善和 ｽｽﾞｷ ﾖｼｶｽﾞ 加藤　美枝子 ｶﾄｳ ﾐｴｺ 埼玉県 B ●

01341 瀬川 哲也 ｾｶﾞﾜ ﾃﾂﾔ 瀬川 節子 ｾｶﾞﾜ ｾﾂｺ 千葉県 A ●

03263 関口 裕之 ｾｷｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ 関口 美也子 ｾｷｸﾞﾁ ﾐﾔｺ 神奈川県 B ●

03351 関谷 永久 ｾｷﾔ ﾅｶﾞﾋｻ 細矢 まゆみ ﾎｿﾔ ﾏﾕﾐ 埼玉県 B ●

03767 孫 祖博 ｿﾝ ｿﾊｸ 西村 早織 ﾆｼﾑﾗ ｻｵﾘ A ● 招待選手

03748 高柳 正彦 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾏｻﾋｺ 安井 美佳 ﾔｽｲ  ﾐｶ 埼玉県 C ●

03739 伊達 広一 ﾀﾞﾃ ﾋﾛｶｽﾞ 日比谷 光子 ﾋﾋﾞﾔ ﾐﾂｺ 神奈川県 B ●

02094 棚田 敏夫 ﾀﾅﾀﾞ ﾄｼｵ 岡村 喜代美 ｵｶﾑﾗ ｷﾖﾐ 埼玉県 B ●

02028 田村 功 ﾀﾑﾗ ｲｻｵ 田村 敏子 ﾀﾑﾗ ﾄｼｺ 神奈川県 B ●

海外選手8 Chan Hung Ming ﾁｬﾝ･ﾊﾝﾐﾝ Zhang Wei ｻﾞﾝ･ｳｴｲ Hong Kong ●

海外選手2 Chan Yu Chuen ﾁｬﾝ・ﾕ・ﾁｭｴﾝ Liu Jiaxin ﾘｳ・ｼﾞｬｸｼﾝ Hong Kong ● ●

03117 辻 純二 ﾂｼﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ 根本 裕子 ﾈﾓﾄ ﾕｳｺ 東京都 B ●

03712 鶴島 武雄 ﾂﾙｼﾏ ﾀｹｵ 佐々木 修子 ｻｻｷ ｼｭｳｺ 埼玉県 A ●

03589 手塚 太久 ﾃﾂﾞｶ ﾀｸ 山口 紗恵 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻｴ 東京都 B ● 招待選手

未登録 中井 悠登 ﾅｶｲ ﾕｳﾄ 嘉根 千紘 ｶﾈ ﾁﾋﾛ 埼玉県 ●

02621 長島 宏行 ﾅｶﾞｼﾏ ﾋﾛﾕｷ 佐々木 智子 ｻｻｷ ﾄﾓｺ 神奈川県 A ● ●

03553 中村 晴義 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙﾖｼ 中村 文子 ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐｺ 埼玉県 A ●

未登録 那須 与志人 ﾅｽ ﾖｼﾄ 那須 洋子 ﾅｽ ﾖｳｺ 埼玉県 C ●



B-49月１6日　場所：日本武道館

ＪＣＦ･アマチュア･ボールルーム競技会 50音順

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 都道府県 級 ギャラクシー シニア B級 備考

02897 萩原 俊二 ﾊｷﾞﾜﾗ ｼｭﾝｼﾞ 萩原 陽子 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾖｳｺ 東京都 B ●

03671 土師 信幸 ﾊｼﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 川本 栄美子 ｶﾜﾓﾄ ｴﾐｺ 神奈川県 C ●

00891 橋本 英雄 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾃﾞｵ 清水 靖子 ｼﾐｽﾞ ﾔｽｺ 東京都 B ●

02012 橋本 泰明 ﾊｼﾓﾄ ﾔｽｱｷ 水谷 裕美 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾋﾛﾐ 神奈川県 C ●

01274 原 弘志 ﾊﾗ ﾋﾛｼ 中川 しのぶ ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾉﾌﾞ 神奈川 B ●

01595 原田 克己 ﾊﾗﾀﾞ ｶﾂﾐ 唐澤 津多惠 ｶﾗｻﾜ ﾂﾀｴ 東京都 A ● ●

01846 樋口 清一 ﾋｸﾞﾁ ｾｲｲﾁ 長郷 ヒロミ ﾅｶﾞｻﾄ ﾋﾛﾐ 東京都 A ● ●

未登録 日比野 湧 ﾋﾋﾞﾉ ﾕｳ 和野 歩未 ﾜﾉ ｱﾕﾐ 千葉県 A ●

未登録 廣瀬 享平 ﾋﾛｾ ｷｮｳﾍｲ 廣瀬 京 ﾋﾛｾ ﾐﾔｺ 東京都 ●

03609 福岡 周一郎
ﾌｸｵｶ ｼｭｳｲﾁﾛ
ｳ

相場 節子 ｱｲﾊﾞ ｾﾂｺ 東京都 B ●

青森-112-1 福士 信一 ﾌｸｼ ｼﾝｲﾁ 佐藤 麗子 ｻﾄｳ ﾚｲｺ 青森県 C ●

00014 福原 芳昭 ﾌｸﾊﾗ ﾖｼｱｷ 菊地 恵美子 ｷｸﾁ ｴﾐｺ 神奈川県 A ●

00010 藤江 貞治 ﾌｼﾞｴ ﾃｲｼﾞ 藤江 加代子 ﾌｼﾞｴ ｶﾖｺ 神奈川県 A ●

未登録 藤山 春雄 ﾌｼﾞﾔﾏ ﾊﾙｵ 酒井 都子 ｻｶｲ ﾐﾔｺ 埼玉県 C ●

03547 古河 忠 ﾌﾙｶﾜ ﾀﾀﾞｼ 古河 美重子 ﾌﾙｶﾜ ﾐｴｺ 埼玉県 B ●

01045 堀 和之 ﾎﾘ ｶｽﾞﾕｷ 堀 葉子 ﾎﾘ ﾖｳｺ 千葉県 B ●

未登録 堀内 駿佑 ﾎﾘｳﾁ ｼｭﾝｽｹ 高塚 咲 ﾀｶﾂｶ ｻｷ 東京都 ●

03259 前田 捷年 ﾏｴﾀﾞ ｶﾂﾄｼ 前田 紀子 ﾏｴﾀﾞ ﾉﾘｺ 東京都 B ●

02503 松本 明 ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾗ 紫合 睦子 ｼｺﾞｳ ﾑﾂｺ 東京都 C ●

未登録 松本 光一 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｲﾁ 平井 ゆきよ ﾋﾗｲ ﾕｷﾖ 東京都 C ●

00088 丸山 昭夫 ﾏﾙﾔﾏ ｱｷｵ 武田 知子 ﾀｹﾀﾞ ﾄﾓｺ 東京都 B ●

03002 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 A ●

01138 武藤 志郎 ﾑﾄｳ ｼﾛｳ 菊田 玲子 ｷｸﾀ ﾚｲｺ 神奈川県 A ●

00677 村田 寿彦 ﾑﾗﾀ ﾄｼﾋｺ 村田 裕子 ﾑﾗﾀ ﾕｳｺ 千葉県 A ●

00987 森田 晃好 ﾓﾘﾀ ｱｷﾖｼ 後閑 千恵子 ｺﾞｶﾝ ﾁｴｺ 東京都 B ● ●

海外選手9 Yao Wei Dong ﾔｵ･ｳｪｲﾄﾞﾝ Yu Su Hsia ｲ･ｽｼｬ Hong Kong ● ●

00022 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 A ●

未登録 山田 雅人 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾄ 山田 倫世 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾁﾖ 東京都 A ●

03075 山本 豊 ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾀｶ 山本 光子 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾂｺ 神奈川県 A ●

03613 行木 徹 ﾕｳｷ ﾄｵﾙ 行木 義子 ﾕｳｷ ﾖｼｺ 千葉県 B ●

03109 吉田 篤正 ﾖｼﾀﾞ ｱﾂﾏｻ 吉田 晃子 ﾖｼﾀﾞ ﾃﾙｺ 神奈川県 A ● ●

03550 吉田 祐也 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾔ 美田 輝美 ﾐﾀ ﾃﾙﾐ 神奈川県 A ● ●



B-59月１6日　場所：日本武道館

ＪＣＦ･アマチュア･ボールルーム競技会 50音順

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 都道府県 級 ギャラクシー シニア B級 備考

未登録 吉野 皓亮 ﾖｼﾉ ｺｳｽｹ 軍司 遥香 ｸﾞﾝｼﾞ ﾊﾙｶ 北海道 B ●

03780 米山 靖夫 ﾖﾈﾔﾏ ﾔｽｵ 西田 容子 ﾆｼﾀﾞ ﾖｳｺ 神奈川県 B ●

未登録 余村 健一郎 ﾖﾑﾗ ｹﾝｲﾁﾛｳ 近藤 秀子 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞｺ 埼玉県 ●

海外選手12 Li Kai ﾘ･ｶｲ Huang Yuchun ﾊﾝｸﾞ･ﾕﾁｭﾝ Hong Kong ● ●

海外選手4 Li Xiang ﾘ・ｷｬﾝ Kitty Yip ｷﾃｨ・ｲｯﾌﾟ Hong Kong ● ●

00294 亘 雄一 ﾜﾀﾘ ﾕｳｲﾁ 亘 絹代 ﾜﾀﾘ ｷﾇﾖ 東京都 B ●

海外選手3 Wang Lei ﾜﾝ・ﾚｲ Ellen Hung ｴﾚﾝ・ﾊﾝｸﾞ Hong Kong ●



L-69月１6日　場所：日本武道館

ＪＣＦ･アマチュア･ラテン競技会 50音順

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 都道府県 級 ギャラクシー 備考

02737 飯田 大和 ｲｲﾀﾞ ﾔﾏﾄ 渡邊 慧子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｺ 埼玉県 A ● 招待選手

03769 和泉 建吾 ｲｽﾞﾐ ｹﾝｺﾞ 斎藤 志摩 ｻｲﾄｳ ｼﾏ C ●

未登録 今西 竜矢 ｲﾏﾆｼ ﾘｮｳﾔ 今西 心菜 ｲﾏﾆｼ ｺｺﾅ 東京都 ●

未登録 上田 福太郎 ｳｴﾀﾞ ﾌｸﾀﾛｳ 神林 茉佑美 ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾏﾕﾐ 東京都 C ●

未登録 河西 大介 ｶｻｲ ﾀﾞｲｽｹ 仲條 友梨 ﾅｶｼﾞｮｳ ﾕﾘ 東京都 A ● 招待選手

未登録 上浦 光太郎 ｶﾐｳﾗ ｺｳﾀﾛｳ 伊瀬 祐貴子 ｲｾ ﾕｷｺ 大阪府 A ●

未登録 木梨 鴻英 ｷﾅｼ ｺｳｴｲ 青木 彩乃 ｱｵｷ ｱﾔﾉ 東京都 ●

03677 国松 正尚 ｸﾆﾏﾂ ﾏｻﾅｵ 国松 千絵 ｸﾆﾏﾂ ﾁｴ 東京都 C ●

未登録 倉岡 貴之 ｸﾗｵｶ ﾀｶﾕｷ 白石 志織 ｼﾗｲｼ ｼｵﾘ 神奈川県 ●

未登録 黒井 勇冴 ｸﾛｲ ﾕｳｶﾞ 生地 広奈 ｵｲｼﾞ ﾋﾛﾅ 東京都 ●

02123 黒澤 達也 ｸﾛｻﾜ ﾀﾂﾔ 鈴木 ひとみ ｽｽﾞｷ ﾋﾄﾐ 茨城県 A ●

未登録 河野 佑城 ｺｳﾉ ﾕｳｷ 山口 万葉 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾖ 東京都 ●

未登録 佐藤 岳人 ｻﾄｳ ﾀｹﾄ 山口 涼 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳ 東京都 ●

未登録 佐藤 崚 ｻﾄｳ ﾘｮｳ 本田 和香菜 ﾎﾝﾀﾞ ﾜｶﾅ 千葉県 ● 招待選手

02112 柴田 俊男 ｼﾊﾞﾀ ﾄｼｵ 天野 貴美子 ｱﾏﾉ ｷﾐｺ 東京都 A ●

00412 清水 淳 ｼﾐｽﾞ ｼﾞｭﾝ 清水 日奈子 ｼﾐｽﾞ ﾋﾅｺ 茨城県 A ●

海外選
手14

Sujong Shin ｽｼﾞｮﾝｸﾞ･ｼﾝ Yeji Park ｲｪｼﾞ･ﾊﾟｰｸ Korea ●

未登録 鈴木 奨太 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 鈴木 千尋 ｽｽﾞｷ ﾁﾋﾛ 東京都 A ●

03748 高柳 正彦 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾏｻﾋｺ 安井 美佳 ﾔｽｲ  ﾐｶ 埼玉県 C ●

未登録 塚田 浩二 ﾂｶﾀﾞ ｺｳｼﾞ 小島 綾夏 ｺｼﾞﾏ ｱﾔｶ 栃木県 ●

03772 長房 亮佑　 ﾅｶﾞﾌｻ ﾘｮｳｽｹ 松岡 杏奈 ﾏﾂｵｶ ｱﾝﾅ 東京都 C ●

未登録 山田 将平 ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 長谷川 結佳 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳｶ 神奈川県 A ●

未登録 吉田 篤志 ﾖｼﾀﾞ ｱﾂｼ 中澤 麗 ﾅｶｻﾞﾜ ﾚｲ 千葉県 C ●



L-79月１6日　場所：日本武道館

ＪＣＦ･アマチュア･ラテン競技会 50音順

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 都道府県 級 ギャラクシー 備考

未登録 吉野 皓亮 ﾖｼﾉ ｺｳｽｹ 軍司 遥香 ｸﾞﾝｼﾞ ﾊﾙｶ 北海道 B ●

未登録 和田 博光 ﾜﾀﾞ ﾋﾛﾐﾂ 牛込 紗央里 ｳｼｺﾞﾒ ｻｵﾘ 埼玉県 B ●


