
B-1１０月１４日　場所：ファーストプレイス東京

ＪＣＦ･アマチュア･ボールルーム競技会
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 都道府県 級 東京ダンス B級 C級 D級 E級 Ｎ級

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 ●

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 ●

00056 大越 義光 ｵｵｺｼ ﾖｼﾐﾂ 星野 茂美 ﾎｼﾉ ｼｹﾞﾐ 東京都 B ●

00127 井上 一明 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞｱｷ 金谷 美津江 ｶﾅﾔ ﾐﾂｴ 神奈川県 A ●

00172 松川 静馬 ﾏﾂｶﾜ ｼｽﾞﾏ 鈴木 澄子 ｽｽﾞｷ ｽﾐｺ 東京都 C ●

00176 岩端 誠士 ｲﾜﾊﾀ ｻﾄｼ 伊藤 裕美 ｲﾄｳ ﾕﾐ 東京都 B ●

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 ●

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

00325 石田 英三 ｲｼﾀﾞ ｴｲｿﾞｳ 城所 政子 ｷﾄﾞｺﾛ ﾏｻｺ 神奈川県 C ●

00329 小髙 博 ｺﾀｶ ﾋﾛｼ 小髙 知恵子 ｺﾀｶ ﾁｴｺ 神奈川県 A ●

00381 谷川 利雄 ﾀﾆｶﾜ ﾄｼｵ 谷川 昌子 ﾀﾆｶﾜ ﾏｻｺ 神奈川県 C ●

00462 渡部 嘉章 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼｱｷ 山本 富子 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾐｺ 埼玉県 B ●

00632 斉藤 忠雄 ｻｲﾄｳ ﾀﾀﾞｵ 梶間 静江 ｶｼﾞﾏ ｼｽﾞｴ 埼玉県 B ●

00634 山口 明 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾗ 広瀬 小枝子 ﾋﾛｾ ｻｴｺ 埼玉県 B ●

00635 田中 藤男 ﾀﾅｶ ﾌｼﾞｵ 鈴木 芳枝 ｽｽﾞｷ ﾖｼｴ 埼玉県 B ●

00657 渡辺 清貴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾖﾀｶ 和田 明子 ﾜﾀﾞ ｱｷｺ 東京都 A ●



B-2１０月１４日　場所：ファーストプレイス東京

ＪＣＦ･アマチュア･ボールルーム競技会
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 都道府県 級 東京ダンス B級 C級 D級 E級 Ｎ級

00666 柏木 敏夫 ｶｼﾜｷﾞ ﾄｼｵ 柏木 孝子 ｶｼﾜｷﾞ ﾀｶｺ 東京都 B ●

00715 大村 隆 ｵｵﾑﾗ ﾀｶｼ 加藤 実智子 ｶﾄｳ ﾐﾁｺ 東京都 B ●

00717 松村 茂 ﾏﾂﾑﾗ ｼｹﾞﾙ 内藤 璋 ﾅｲﾄｳ ｱｷ 東京都 A ●

00720 加藤 正義 ｶﾄｳ ﾏｻﾖｼ 黒田 史子 ｸﾛﾀﾞ ﾌﾐｺ 神奈川県 C ●

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 ●

00803 佐藤 節夫 ｻﾄｳ ｾﾂｵ 渡辺 清子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾖｺ 東京都 A ●

00804 今枝 義昌 ｲﾏｴﾀﾞ ﾖｼﾏｻ 今枝 安芸子 ｲﾏｴﾀﾞ ｱｷｺ 東京都 A ●

00881 久能 和夫 ｸﾉｳ ｶｽﾞｵ 前田 扶佐子 ﾏｴﾀﾞ ﾌｻｺ 千葉県 B ●

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 ●

00928 桜井 進之助 ｻｸﾗｲ ｼﾝﾉｽｹ 桜井 重子 ｻｸﾗｲ ｼｹﾞｺ 長野県 B ●

00942 入村 照雄 ｲﾘﾑﾗ ﾃﾙｵ 髙野 千代子 ﾀｶﾉ ﾁﾖｺ 神奈川県 B ●

00990 小島 政廣 ｺｼﾞﾏ ﾏｻﾋﾛ 臼井 登美江 ｳｽｲ ﾄﾐｴ 神奈川県 A ●

01009 伊東 雅文 ｲﾄｳ ﾏｻﾌﾐ 飯塚 久恵 ｲｲﾂﾞｶ ﾋｻｴ 埼玉県 E ●

01066 雨宮 睦夫 ｱﾏﾐﾔ ﾑﾂｵ 河内 三枝 ｶﾜｳﾁ ﾐｴ 東京都 B ●

01107 細田 孝 ﾎｿﾀﾞ ﾀｶｼ 細田 鈴子 ﾎｿﾀﾞ ﾚｲｺ 埼玉県 A ●

01108 牛田 三男 ｳｼﾀﾞ ﾐﾂｵ 鉄羅 まさ子 ﾃﾂﾗ ﾏｻｺ 埼玉県 N ●



B-3１０月１４日　場所：ファーストプレイス東京

ＪＣＦ･アマチュア･ボールルーム競技会
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 都道府県 級 東京ダンス B級 C級 D級 E級 Ｎ級

01134 漆原 義明 ｳﾙｼﾊﾞﾗ ﾖｼｱｷ 漆原 弘子 ｳﾙｼﾊﾞﾗ ﾋﾛｺ 埼玉県 A ●

01157 岩崎 勇一 ｲﾜｻｷ ﾕｳｲﾁ 中山 富子 ﾅｶﾔﾏ ﾄﾐｺ 栃木県 A ●

01190 山下 一毅 ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞｷ 稲垣 佐和子 ｲﾅｶﾞｷ ｻﾜｺ 千葉県 C ●

01240 金子 剛 ｶﾈｺ ﾂﾖｼ 金子 智子 ｶﾈｺ  ﾄﾓｺ 神奈川県 A ●

01291 高橋 昭次郎 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳｼﾞﾛｳ 漆畑 妙子 ｳﾙｼﾊﾀ ﾀｴｺ 神奈川県 C ● ●

01384 平井 健治 ﾋﾗｲ ｹﾝｼﾞ 平井 恵美子 ﾋﾗｲ ｴﾐｺ 神奈川県 C ●

01386 後藤 秀朋 ｺﾞﾄｳ ﾋﾃﾞﾄﾓ 後藤 和子 ｺﾞﾄｳ ｶｽﾞｺ 東京都 C ●

01420 鈴木 聰明 ｽｽﾞｷ ﾄｼｱｷ 早房 利子 ﾊﾔﾌﾞｻ ﾄｼｺ 静岡県 C ●

01547 村社 一夫 ﾑﾗｺｿ ｶｽﾞｵ 村社 恵子 ﾑﾗｺｿ ｹｲｺ 神奈川県 C ●

01611 森本 立身 ﾓﾘﾓﾄ ﾀﾂﾐ 宮川 節子 ﾐﾔｶﾜ ｾﾂｺ 東京都 A ●

01629 浦 佳彦 ｳﾗ ﾖｼﾋｺ 浦 昌子 ｳﾗ ﾏｻｺ 千葉県 B ●

01645 山川 陽敏 ﾔﾏｶﾜ ﾊﾙﾄｼ 山川 由美子 ﾔﾏｶﾜ ﾕﾐｺ 東京都 C ●

01689 丹上 光之 ﾀﾝｼﾞｮｳ ﾐﾂﾕｷ 林 洋子 ﾊﾔｼ ﾖｳｺ 埼玉県 C ●

01859 佐藤 博 ｻﾄｳ ﾋﾛｼ 山下 由幾子 ﾔﾏｼﾀ ﾕｷｺ 東京都 D ●

01862 湯原 達也 ﾕﾊﾗ ﾀﾂﾔ 豊田 裕子 ﾄﾖﾀﾞ ﾕｳｺ 東京都 C ●

01886 庄子 正 ｼｮｳｼﾞ ﾀﾀﾞｼ 庄子 姫子 ｼｮｳｼﾞ ﾋﾒｺ 東京都 B ●



B-4１０月１４日　場所：ファーストプレイス東京

ＪＣＦ･アマチュア･ボールルーム競技会
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 都道府県 級 東京ダンス B級 C級 D級 E級 Ｎ級

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 ●

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 ●

02159 荒川 孝夫 ｱﾗｶﾜ ﾀｶｵ 山田 美恵 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼｴ 東京都 C ●

02166 太田 満則 ｵｵﾀ ﾐﾂﾉﾘ 工藤 晶子 ｸﾄﾞｳ ﾏｻｺ 東京都 D ●

02189 石井 克侑 ｲｼｲ ｶﾂﾕｷ 浦田 克枝 ｳﾗﾀ ｶﾂｴ 神奈川県 C ●

02237 関 俊夫 ｾｷ ﾄｼｵ 鈴木 省子 ｽｽﾞｷ ｾｲｺ 東京都 A ●

02253 櫻井 敬士 ｻｸﾗｲ ﾀｶｼ 前田 郁代 ﾏｴﾀﾞ ｲｸﾖ 神奈川県 A ●

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 ● ●

02405 荒瀬 圭介 ｱﾗｾ ｹｲｽｹ 荒瀬 淑子 ｱﾗｾ ﾄｼｺ 神奈川県 D ●

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 ●

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 ●

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 ●

02536 山口 光信 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾂﾉﾌﾞ 吉田 美子 ﾖｼﾀﾞ ﾖｼｺ 栃木県 A ●

02564 牧野 稔 ﾏｷﾉ ﾐﾉﾙ 牧野 千賀子 ﾏｷﾉ ﾁｶｺ 東京都 C ●

02565 岡崎 明 ｵｶｻﾞｷ ｱｷﾗ 岡崎 昌子 ｵｶｻﾞｷ ﾏｻｺ 千葉県 B ●

02582 駒﨑 俊司 ｺﾏｻﾞｷ ﾄｼｼﾞ 山口 雪恵 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｷｴ 東京都 A ●



B-5１０月１４日　場所：ファーストプレイス東京

ＪＣＦ･アマチュア･ボールルーム競技会
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 都道府県 級 東京ダンス B級 C級 D級 E級 Ｎ級

02606 阿部 弘 ｱﾍﾞ ﾋﾛｼ 大吉 孝子 ｵｵﾖｼ ﾀｶｺ 東京都 C ●

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 ●

02794 北原 啓一 ｷﾀﾊﾗ ｹｲｲﾁ 北原 美佐恵 ｷﾀﾊﾗ ﾐｻｴ 埼玉県 B ●

02804 矢島 二郎 ﾔｼﾞﾏ ｼﾞﾛｳ 久野 美恵子 ｸﾉ ﾐｴｺ 神奈川県 C ●

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 ●

02958 武井 昭二郎 ﾀｹｲ ｼｮｳｼﾞﾛｳ 武井 京子 ﾀｹｲ ｷｮｳｺ 東京都 B ●

02990 渡辺 章 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾗ 松下 久子 ﾏﾂｼﾀ  ﾋｻｺ 神奈川県 C ●

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 ●

03009 浜崎 貢 ﾊﾏｻｷ ﾐﾂｸﾞ 海老原 正子 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾏｻｺ 埼玉県 C ●

03021 永井 純三 ﾅｶﾞｲ ｼﾞｭﾝｿﾞｳ 永井 美智子 ﾅｶﾞｲ ﾐﾁｺ 東京都 B ●

03053 亀井 健二 ｶﾒｲ ｹﾝｼﾞ 末武 美鈴 ｽｴﾀｹ ﾐｽｽﾞ 神奈川県 C ●

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

03068 村山 勝 ﾑﾗﾔﾏ ﾏｻﾙ 平村 治子 ﾋﾗﾑﾗ ﾊﾙｺ 神奈川県 C ●

03108 佐藤 紀弘 ｻﾄｳ ﾉﾘﾋﾛ 多田 きめ子 ﾀﾀﾞ ｷﾒｺ 東京都 C ●

03132 石坂 洋一郎 ｲｼｻﾞｶ ﾖｳｲﾁﾛｳ 樋口 久美子 ﾋｸﾞﾁ ｸﾐｺ 東京都 C ●

03134 菊池 正 ｷｸﾁ ﾀﾀﾞｼ 平野 尚子 ﾋﾗﾉ　ﾅｵコ 埼玉県 B ●



B-6１０月１４日　場所：ファーストプレイス東京

ＪＣＦ･アマチュア･ボールルーム競技会
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 都道府県 級 東京ダンス B級 C級 D級 E級 Ｎ級

03138 浜本 二郎 ﾊﾏﾓﾄ ｼﾞﾛｳ 伊東 啓子 ｲﾄｳ ｹｲｺ 神奈川県 A ●

03155 伊藤 啓二 ｲﾄｳ ｹｲｼﾞ 伊藤 篤子 ｲﾄｳ　ｱﾂｺ 神奈川県 B ●

03156 浅沼 香 ｱｻﾇﾏ ｶｵﾙ 徳永 幸子 ﾄｸﾅｶﾞ ｻﾁｺ 埼玉県 B ●

03170 阪口 拓三郎 ｻｶｸﾞﾁ ﾀｸｻﾌﾞﾛｳ 大竹 紀子 ｵｵﾀｹ ﾉﾘｺ 東京都 C ●

03172 天野 洋司 ｱﾏﾉ ﾋﾛｼ 吉岡 郷子 ﾖｼｵｶ ｷｮｳｺ 東京都 B ●

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 ● ●

03253 岩丸 一郎 ｲﾜﾏﾙ ｲﾁﾛｳ 相川 邦子 ｱｲｶﾜ ｸﾆｺ 栃木県 C ●

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 ●

03264 長野 充朋 ﾅｶﾞﾉ ﾐﾂﾄﾓ 守屋 文子 ﾓﾘﾔ ﾌﾐｺ 東京都 C ●

03267 加賀美 利夫 ｶｶﾞﾐ ﾄｼｵ 竹原 恵理子 ﾀｹﾊﾗ ｴﾘｺ 東京都 A ●

03275 飯島 昭芳 ｲｲｼﾞﾏ ｱｷﾖｼ 飯島 由美子 ｲｲｼﾞﾏ ﾕﾐｺ 東京都 A ●

03286 関本 修一 ｾｷﾓﾄ ｼｭｳｲﾁ 本明 幸子 ﾎﾝﾐｮｳ ｻﾁｺ 千葉県 B ●

03342 鏑木 三和雄 ｶﾌﾞﾗｷ ﾐﾜｵ 大坪 純子 ｵｵﾂﾎﾞ ｼﾞｭﾝｺ 神奈川県 C ●

03356 安藤 真広 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾋﾛ 坪井 玲子 ﾂﾎﾞｲ ﾚｲｺ 千葉県 C ●

03357 中村 賀保 ﾅｶﾑﾗ ｼｹﾞﾔｽ 浜田 加津代 ﾊﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾖ 埼玉県 C ●

03380 伊沢 久夫 ｲｻﾞﾜ ﾋｻｵ 佐藤 暁美 ｻﾄｳ ｱｹﾐ 東京都 C ●



B-7１０月１４日　場所：ファーストプレイス東京

ＪＣＦ･アマチュア･ボールルーム競技会
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 都道府県 級 東京ダンス B級 C級 D級 E級 Ｎ級

03385 岡田 文雄 ｵｶﾀﾞ ﾌﾐｵ 横内 由紀江 ﾖｺｳﾁ ﾕｷｴ 東京都 B ●

03435 春山 本一 ﾊﾙﾔﾏ ﾓﾄｲﾁ 小林 きよ ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾖ 埼玉県 C ●

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 ●

03462 山鹿 勇 ﾔﾏｶﾞ ｲｻﾑ 染野 安子 ｿﾒﾉ ﾔｽｺ 埼玉県 C ●

03473 村松 しげお ﾑﾗﾏﾂ ｼｹﾞｵ 村松 知子 ﾑﾗﾏﾂ ﾄﾓｺ 神奈川県 C ●

03479 杉野 政雄 ｽｷﾞﾉ ﾏｻｵ 新井 ふみ子 ｱﾗｲ ﾌﾐｺ 東京都 C ●

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 ●

03549 鈴木 毅 ｽｽﾞｷ ﾂﾖｼ 松原 尚江 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾅｵｴ 神奈川県 D ●

03556 今関 美光 ｲﾏｾﾞｷ ﾖｼﾃﾙ 今関 まり子 ｲﾏｾﾞｷ ﾏﾘｺ 千葉県 B ●

03570 小林 義典 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾉﾘ 荒 美幸 ｱﾗ ﾐﾕｷ 東京都 D ●

03577 大東 哲平 ﾀﾞｲﾄｳ ﾃｯﾍﾟｲ 大東 にに ﾀﾞｲﾄｳ ﾆﾆ C ●

03581 瀬戸 正文 ｾﾄ ﾏｻﾌﾐ 村井 えり ﾑﾗｲ ｴﾘ 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 ●

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 ●

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

03635 川島 秀敏 ｶﾜｼﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ 川島 恵子 ｶﾜｼﾏ ｹｲｺ 千葉県 B ●



B-8１０月１４日　場所：ファーストプレイス東京

ＪＣＦ･アマチュア･ボールルーム競技会
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 都道府県 級 東京ダンス B級 C級 D級 E級 Ｎ級

03640 武内 義雄 ﾀｹｳﾁ ﾖｼｵ 吉田 ひさ子 ﾖｼﾀﾞ ﾋｻｺ 埼玉県 C ●

03653 大沢 満次 ｵｵｻﾜ ﾐﾂｼﾞ 海老沢 敏子 ｴﾋﾞｻﾜ ﾄｼｺ 埼玉県 C ●

03683 河野 周 ｺｳﾉ ﾒｸﾞﾙ 内山 香子 ｳﾁﾔﾏ ｺｳｺ 東京都 C ●

03684 分部 綱男 ﾜｹﾍﾞ ﾂﾅｵ 大崎 智子 ｵｵｻｷ ﾄﾓｺ 東京都 C ●

03714 山田 雅仁 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾄ 大川 わかな ｵｵｶﾜ ﾜｶﾅ 静岡県 A ●

03718 海保 元 ｶｲﾎ ｹﾞﾝ 渡辺 京子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｮｳｺ 東京都 B ●

03733 西村 昭宣 ﾆｼﾑﾗ ｱｷﾉﾌﾞ 渡邉 理恵 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｴ 神奈川県 C ●

03736 佐原 三夫 ｻﾊﾗ ﾐﾂｵ 佐原 光江 ｻﾊﾗ ﾐﾂｴ 千葉県 B ●

03752 遊馬 健一 ｱｽﾏ ｹﾝｲﾁ 小平 節子 ｺﾀﾞｲﾗ ｾﾂｺ 埼玉県 C ●

03753 明田川 幸治 ｱｹﾀｶﾞﾜ ｺｳｼﾞ 正木 恭子 ﾏｻｷ ｷｮｳｺ 埼玉県 C ●

03757 渡邉 寛治 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾝｼﾞ 渡邉 友子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｺ 埼玉県 D ●

03764 遠藤 和能 ｴﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾖｼ 大井 薫 ｵｵｲ ｶｵﾙ 神奈川県 C ●

03765 佐久間 幸夫 ｻｸﾏ ﾕｷｵ 有馬 美子 ｱﾘﾏ ﾖｼｺ 東京都 D ●

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 ●

03779 長井 壽満 ﾅｶﾞｲ ﾄｼﾐﾂ 保志 里子 ﾎｼ ｻﾄｺ 東京都 N ●

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 ●



B-9１０月１４日　場所：ファーストプレイス東京

ＪＣＦ･アマチュア･ボールルーム競技会
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 都道府県 級 東京ダンス B級 C級 D級 E級 Ｎ級

03783 西原 之英 ﾆｼﾊﾗ ﾕｷﾋﾃﾞ 津田 真理子 ﾂﾀﾞ ﾏﾘｺ 東京都 N ● ●

03793 菅原 康夫 ｽｶﾞﾜﾗ ﾔｽｵ 柴山 登志子 ｼﾊﾞﾔﾏ ﾄｼｺ 埼玉県 E ●

03795 小野寺 美知夫 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾐﾁｵ 青木 順子 ｱｵｷ ｼﾞｭﾝｺ 埼玉県 D ●

03799 大沢 邦肇 ｵｵｻﾜ ｸﾆﾄｼ 廣田 豊子 ﾋﾛﾀ ﾄﾖｺ 神奈川県 D ●

03800 斉藤 一 ｻｲﾄｳ ﾊｼﾞﾒ 中桐 こと美 ﾅｶｷﾞﾘ ｺﾄﾐ N ● ●

03806 徳田 晃一 ﾄｸﾀﾞ ｺｳｲﾁ 徳田 千景 ﾄｸﾀﾞ ﾁｶｹﾞ 東京都 C ●

03807 井口 恵進 ｲｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾌﾞ 長谷川 恵 ﾊｾｶﾞﾜ ﾒｸﾞﾐ 東京都 E ● ●

03811 名和 信夫 ﾅﾜ ﾉﾌﾞｵ 吉田 文子 ﾖｼﾀﾞ ﾌﾐｺ 埼玉県 E ●

03815 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 A ●

03816 富永 哲文 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾃﾂﾌﾐ 千總 里実 ﾁﾌｻ ｻﾄﾐ 東京都 N ●



L-10
１０月１４日　場所：ファーストプレイス東京

ＪＣＦ･アマチュア･ラテン競技会
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 都道府県 級 A級 B級 C級 D級 E級 Ｎ級

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 B ●

00127 井上 一明 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞｱｷ 金谷 美津江 ｶﾅﾔ ﾐﾂｴ 神奈川県 A ●

00176 岩端 誠士 ｲﾜﾊﾀ ｻﾄｼ 伊藤 裕美 ｲﾄｳ ﾕﾐ 東京都 B ●

00209 阿部 吉成 ｱﾍﾞ ﾖｼﾅﾘ 阿部 千枝子 ｱﾍﾞ ﾁｴｺ 神奈川県 C ● ●

00634 山口 明 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾗ 広瀬 小枝子 ﾋﾛｾ ｻｴｺ 埼玉県 C ●

00635 田中 藤男 ﾀﾅｶ ﾌｼﾞｵ 鈴木 芳枝 ｽｽﾞｷ ﾖｼｴ 埼玉県 C ●

00667 米澤 文彦 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾌﾐﾋｺ 山本 久美 ﾔﾏﾓﾄ ｸﾐ 東京都 C ●

00694 山下 智之 ﾔﾏｼﾀ ﾉﾘﾕｷ 山下 利子 ﾔﾏｼﾀ ﾄｼｺ 神奈川県 C ●

00808 白戸 隆雄 ｼﾛﾄ ﾀｶｵ 織田 ちえ子 ｵﾀﾞ ﾁｴｺ 神奈川県 B ●

00990 小島 政廣 ｺｼﾞﾏ ﾏｻﾋﾛ 臼井 登美江 ｳｽｲ ﾄﾐｴ 神奈川県 B ●

01134 漆原 義明 ｳﾙｼﾊﾞﾗ ﾖｼｱｷ 漆原 弘子 ｳﾙｼﾊﾞﾗ ﾋﾛｺ 埼玉県 B ●

01157 岩崎 勇一 ｲﾜｻｷ ﾕｳｲﾁ 中山 富子 ﾅｶﾔﾏ ﾄﾐｺ 栃木県 B ●

01240 金子 剛 ｶﾈｺ ﾂﾖｼ 金子 智子 ｶﾈｺ  ﾄﾓｺ 神奈川県 C ●

01246 山本 捷敏 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾂﾄｼ 宇田川 道代 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾐﾁﾖ 東京都 B ●

01384 平井 健治 ﾋﾗｲ ｹﾝｼﾞ 平井 恵美子 ﾋﾗｲ ｴﾐｺ 神奈川県 C ●



L-11
１０月１４日　場所：ファーストプレイス東京

ＪＣＦ･アマチュア･ラテン競技会
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 都道府県 級 A級 B級 C級 D級 E級 Ｎ級

01420 鈴木 聰明 ｽｽﾞｷ ﾄｼｱｷ 早房 利子 ﾊﾔﾌﾞｻ ﾄｼｺ 静岡県 C ●

01547 村社 一夫 ﾑﾗｺｿ ｶｽﾞｵ 村社 恵子 ﾑﾗｺｿ ｹｲｺ 神奈川県 B ●

01689 丹上 光之 ﾀﾝｼﾞｮｳ ﾐﾂﾕｷ 林 洋子 ﾊﾔｼ ﾖｳｺ 埼玉県 B ●

01862 湯原 達也 ﾕﾊﾗ ﾀﾂﾔ 豊田 裕子 ﾄﾖﾀﾞ ﾕｳｺ 東京都 B ●

02253 櫻井 敬士 ｻｸﾗｲ ﾀｶｼ 前田 郁代 ﾏｴﾀﾞ ｲｸﾖ 神奈川県 A ●

02405 荒瀬 圭介 ｱﾗｾ ｹｲｽｹ 荒瀬 淑子 ｱﾗｾ ﾄｼｺ 神奈川県 D ●

02410 佐々木 文也 ｻｻｷ ﾌﾐﾔ 武田 かおる ﾀｹﾀﾞ ｶｵﾙ 東京都 B ● ●

02582 駒﨑 俊司 ｺﾏｻﾞｷ ﾄｼｼﾞ 山口 雪恵 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｷｴ 東京都 A ●

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 C ●

02681 浦野 芳雄 ｳﾗﾉ ﾖｼｵ 上村 婦輝子 ｶﾐﾑﾗ ﾌｷｺ 東京都 D ●

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 ●

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 C ●

02986 本多 豊 ﾎﾝﾀﾞ ﾕﾀｶ 大塚 美恵子 ｵｵﾂｶ ﾐｴｺ 神奈川県 C ●

03053 亀井 健二 ｶﾒｲ ｹﾝｼﾞ 末武 美鈴 ｽｴﾀｹ ﾐｽｽﾞ 神奈川県 D ●

03132 石坂 洋一郎
ｲｼｻﾞｶ ﾖｳｲﾁﾛ
ｳ

樋口 久美子 ﾋｸﾞﾁ ｸﾐｺ 東京都 D ●



L-12
１０月１４日　場所：ファーストプレイス東京

ＪＣＦ･アマチュア･ラテン競技会
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 都道府県 級 A級 B級 C級 D級 E級 Ｎ級

03155 伊藤 啓二 ｲﾄｳ ｹｲｼﾞ 伊藤 篤子 ｲﾄｳ　ｱﾂｺ 神奈川県 C ●

03156 浅沼 香 ｱｻﾇﾏ ｶｵﾙ 徳永 幸子 ﾄｸﾅｶﾞ ｻﾁｺ 埼玉県 A ●

03253 岩丸 一郎 ｲﾜﾏﾙ ｲﾁﾛｳ 相川 邦子 ｱｲｶﾜ ｸﾆｺ 栃木県 C ●

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 A ●

03267 加賀美 利夫 ｶｶﾞﾐ ﾄｼｵ 竹原 恵理子 ﾀｹﾊﾗ ｴﾘｺ 東京都 A ●

03286 関本 修一 ｾｷﾓﾄ ｼｭｳｲﾁ 本明 幸子 ﾎﾝﾐｮｳ ｻﾁｺ 千葉県 C ●

03357 中村 賀保 ﾅｶﾑﾗ ｼｹﾞﾔｽ 浜田 加津代 ﾊﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾖ 埼玉県 C ●

03385 岡田 文雄 ｵｶﾀﾞ ﾌﾐｵ 横内 由紀江 ﾖｺｳﾁ ﾕｷｴ 東京都 B ●

03435 春山 本一 ﾊﾙﾔﾏ ﾓﾄｲﾁ 小林 きよ ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾖ 埼玉県 C ●

03479 杉野 政雄 ｽｷﾞﾉ ﾏｻｵ 新井 ふみ子 ｱﾗｲ ﾌﾐｺ 東京都 C ●

03593 松本 和男 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞｵ 松本 れい子 ﾏﾂﾓﾄ ﾚｲｺ 東京都 C ●

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

03649 重永 俊彦 ｼｹﾞﾅｶﾞ ﾄｼﾋｺ 重永 邦子 ｼｹﾞﾅｶﾞ ｸﾆｺ 東京都 C ●

03684 分部 綱男 ﾜｹﾍﾞ ﾂﾅｵ 大崎 智子 ｵｵｻｷ ﾄﾓｺ 東京都 C ●

03733 西村 昭宣 ﾆｼﾑﾗ ｱｷﾉﾌﾞ 渡邉 理恵 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｴ 神奈川県 D ● ●



L-13
１０月１４日　場所：ファーストプレイス東京

ＪＣＦ･アマチュア･ラテン競技会
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 都道府県 級 A級 B級 C級 D級 E級 Ｎ級

03759 平本 博司 ﾋﾗﾓﾄ ﾋﾛｼ 平本 由美子 ﾋﾗﾓﾄ ﾕﾐｺ 神奈川県 D ●

03760 玉川 公一 ﾀﾏｶﾞﾜ ｺｳｲﾁ 髙田 詳恵 ﾀｶﾀﾞ ﾖｼｴ 埼玉県 C ●

03783 西原 之英 ﾆｼﾊﾗ ﾕｷﾋﾃﾞ 津田 真理子 ﾂﾀﾞ ﾏﾘｺ 東京都 D ●

03795 小野寺 美知夫 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾐﾁｵ 青木 順子 ｱｵｷ ｼﾞｭﾝｺ 埼玉県 C ●

03799 大沢 邦肇 ｵｵｻﾜ ｸﾆﾄｼ 廣田 豊子 ﾋﾛﾀ ﾄﾖｺ 神奈川県 C ●

03814 龍見 幸一 ﾀﾂﾐ ｺｳｲﾁ 渋川 理恵 ｼﾌﾞｶﾜ ﾘｴ 東京都 Ｅ ● ●

03816 富永 哲文 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾃﾂﾌﾐ 千總 里実 ﾁﾌｻ ｻﾄﾐ 東京都 N ●


