
１０月１４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 東京選手権 Ｃ級 Ｄ級 Ｎ級

0473 安部 邦臣 ｱﾍﾞ ｸﾆｵﾐ 安部 弥美 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾐ A ダンススタジオファミリー ●

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 ●

0637 池本 規恒 ｲｹﾓﾄ ﾉﾘﾁｶ 樫本 真実 ｶｼﾓﾄ ﾏﾐ A イケモトダンスワールド ●

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 ●

0537 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 手塚ダンススタジオ ●

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 ● ●

0640 河合 雄大 ｶﾜｲ ﾕｳﾀ 磯江 麻衣 ｲｿｴ ﾏｲ D フジワラダンスアカデミー ● ●

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 ●

0484 毛塚 陽康 ｹﾂﾞｶ ﾖｳｺｳ 毛塚 美穂 ｹﾂﾞｶ ﾐﾎ A 門前仲町毛塚ダンスアートアカデミー ●

0324 小平 寛 ｺﾀﾞｲﾗ ﾋﾛｼ 上村 美保 ｳｴﾑﾗ ﾐﾎ A コダイラヒロシダンススクール ●

0492 坂本 裕次 ｻｶﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 染谷 知子 ｿﾒﾔ ﾄﾓｺ D ● ●

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 ● ●

0615 笹生 法章 ｻｻｵ ﾉﾘｱｷ 笹生 晶子 ｻｻｵ ｼｮｳｺ C 笹生ダンススタジオ ●
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東北19 佐々木 辰美 ｻｻｷ ﾀﾂﾐ 田口 登紀子 ﾀｸﾞﾁ ﾄｷｺ C タツミダンススタジオ ●

0357 Shao Shuai ｼｮｳ ｽｲ 田中 彩恵 ﾀﾅｶ ｻｴ A Dance PATIO T&T/ヨコミチダンスプラザ ●

0394 杉村 浩也 ｽｷﾞﾑﾗ ﾋﾛﾔ 山梨 智美 ﾔﾏﾅｼ ﾄﾓﾐ C スタジオWITHテライダンスカンパニー ●

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 ●

0329 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 セコムネ ダンス フィールド ●

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 ● ●

0614 田中 航介 ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ 成澤 夏帆 ﾅﾘｻﾜ ｶﾎ C 大塚出ダンススクール ●

0625 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 ニイザトダンスアカデミー ●

0047 西原 光熙 ﾆｼﾊﾗ ｺｳｷ 西原 典子 ﾆｼﾊﾗ ﾉﾘｺ A ニシハラコウキダンスアカデミー ●

0559 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 NODA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 ● ●

0641 蛭田 康平 ﾋﾙﾀ ｺｳﾍｲ 山本 菜緒 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵ A 助川ダンス教室 ●

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 ●
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0538 細目 恭弘 ﾎｿﾒ ﾔｽﾋﾛ 武本 理絵 ﾀｹﾓﾄ ﾘｴ C サード・ダンススクール ●

0205 正藤 隆史 ﾏｻﾄｳ ﾀｶｼ 正藤 智子 ﾏｻﾄｳ ﾄﾓｺ A 正藤ダンススクール ●

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 ●

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

0249 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 アマノダンスクラブ ●

0278 渡辺 勝彦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾂﾋｺ 加島 久乃 ｶｼﾏ ﾋｻﾉ A 渡辺勝彦ダンス教室 ●

0636 日高 清年 ﾋﾀﾞｶ ｷﾖﾄｼ 角山 明美 ｽﾐﾔﾏ ｱｹﾐ D ワールドダンスフジオカ ● ●

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 ● ●

0582 吉田 貴裕 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 田中 真琴 ﾀﾅｶ ﾏｺﾄ A Y'S ダンス メイツ/東宝ダンスホール ●

0400 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 ●

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 ●



１０月１４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 東京選手権 東京シニア Ｂ級 Ｃ級 Ｄ級 Ｎ級

0637 池本 規恒 ｲｹﾓﾄ ﾉﾘﾁｶ 樫本 真実 ｶｼﾓﾄ ﾏﾐ N イケモトダンスワールド ● ● ●

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 ● ● ●

0537 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 B 手塚ダンススタジオ ● ●

0449 岩崎 祐一 ｲﾜｻｷ ﾕｳｲﾁ 三井 なおみ ﾐﾂｲ ﾅｵﾐ A M・トモミスポーツダンスクラブ ●

0298 打越 美智夫 ｳﾁｺｼ ﾐﾁｵ 打越 珠恵 ｳﾁｺｼ ﾀﾏｴ A ウチコシミチオダンススタジオD2 ●

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 ●

0615 笹生 法章 ｻｻｵ ﾉﾘｱｷ 笹生 晶子 ｻｻｵ ｼｮｳｺ A 笹生ダンススタジオ ●

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 ●

0495 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 タカダダンススクール ● ● ●

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 ●

0614 田中 航介 ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ 成澤 夏帆 ﾅﾘｻﾜ ｶﾎ A 大塚出ダンススクール ●

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 ● ●

0391 槇 建大郎 ﾏｷ ｹﾝﾀﾛｳ 福吉 由利子 ﾌｸﾖｼ ﾕﾘｺ A イシカワヒロユキダンススタジオ ●
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0523 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 海宝ダンススクール ●

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 ●

0267 安井 建 ﾔｽｲ ｹﾝ 中川 洋子 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｳｺ A ダンススタジオ ブルーム ●

0387 吉川 雅博 ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾋﾛ 木村 まり子 ｷﾑﾗ ﾏﾘｺ A スタジオR ●

0219 金久保 幸夫 ｶﾅｸﾎﾞ ﾕｷｵ 勝山 エミ ｶﾂﾔﾏ ｴﾐ B 　　　　　　/ダンススクール・エメラルド ● ●

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

0400 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 ●

0363 大野 雅俊 ｵｵﾉ ﾏｻﾄｼ 神崎 美棹 ｶﾝｻﾞｷ ﾐｻｵ A ダンススタジオ ラ・フェリ ●

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 ●

0004 石原 正敏 ｲｼﾊﾗ ﾏｻﾄｼ 横山 晴巳 ﾖｺﾔﾏ ﾊﾙﾐ A サード・ダンススクール&STAR ROAD DANCE CENTER ●


