
B-1
出場料の振込みがまだお済みでない選手は、下記口座まだ至急お振込み下さいますようお願い申し上げます。

振込口座　 三菱UFJ銀行　恵比寿支店

普通預金　１０２５２９３

口座名　JCF東部総局総務　大山忠政　　　※リーダー氏名でお振込み下さい。

１０月２８日　場所：ニューピアホール

第６回ジャンティ杯アマチュア統一ダンス選手権大会ボールルーム
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 統一 シニア　35 シニア　50 シニア　65 備考

JBDF 綾野 晃志郎 ｱﾔﾉ ｺｳｼﾛｳ 長澤 穂乃花 ﾅｶﾞｻﾜ ﾎﾉｶ A ●

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 C ●

JDC6 生悦住 達 ｲｹｲｽﾞﾐ ﾄｵﾙ 飛田 泰枝 ﾋﾀﾞ ﾔｽｴ D ●

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 B ●

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

JDC 今村 一 ｲﾏﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 高野 真由美 ﾀｶﾉ ﾏﾕﾐ B ●

03803 岩崎 将之 ｲﾜｻｷ ﾏｻﾕｷ 冨岡 采花 ﾄﾐｵｶ ｱﾔｶ 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 A ●

JBDF 大熊 和幸 ｵｵｸﾏ ｶｽﾞﾕｷ 吉田 詩子 ﾖｼﾀﾞ ｳﾀｺ B ●

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 B ●

JBDF 岡 琢見 ｵｶ ﾀｸﾐ 神田 紗里 ｶﾝﾀﾞ ｻﾘ A ●

ＪＡＬ 小國 貴信 ｵｸﾞﾆ ﾀｶﾉﾌﾞ 和田 奈那美 ﾜﾀﾞ ﾅﾅﾐ ●

JBDF 尾崎 亮介 ｵｻﾞｷ ﾘｮｳｽｹ 土屋 舞姫 ﾂﾁﾔ ﾏｷ C ●

01205 小俣 徳夫 ｵﾏﾀ ﾄｸｵ 川島 杏奈 ｶﾜｼﾏ ｱﾝﾅ A ●

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

01015 加藤 勝 ｶﾄｳ ﾏｻﾙ 加藤 光子 ｶﾄｳ ﾐﾂｺ A ●

03513 川島 秀明 ｶﾜｼﾏ ﾋﾃﾞｱｷ 川島 美紀 ｶﾜｼﾏ ﾐｷ A ●

02113 菊地 健男 ｷｸﾁ ﾀｹｵ 河内 登志子 ｶﾜﾁ ﾄｼｺ A ●

03801 木村 圭 ｷﾑﾗ ｹｲ 林 真美 ﾊﾔｼ ﾏﾐ B ●

JDC 木村 孝太 ｷﾑﾗ ｺｳﾀ 木村 千花 ｷﾑﾗ ﾁｶ ●

JBDF 倉田 尭敏 ｸﾗﾀ ｱｷﾄｼ 志田 真梨亜 ｼﾀﾞ ﾏﾘｱ C ●

01519 栗城 孝至 ｸﾘｷ ﾀｶｼ 北野 征子 ｷﾀﾉ ｾｲｺ 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 A ●

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



B-2１０月２８日　場所：ニューピアホール

第６回ジャンティ杯アマチュア統一ダンス選手権大会ボールルーム
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 統一 シニア　35 シニア　50 シニア　65 備考

03177 真田 芳行 ｻﾅﾀﾞ ﾖｼﾕｷ 吉澤 みよ子 ﾖｼｻﾞﾜ ﾐﾖｺ A ●

03120 繁田 徹 ｼｹﾞﾀ ﾄｵﾙ 岩渕 由美子 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾕﾐｺ A ●

00944 篠崎 佳則 ｼﾉｻﾞｷ ﾖｼﾉﾘ 篠崎 久子 ｼﾉｻﾞｷ ﾋｻｺ A ●

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

JDC3 渋谷 重信 ｼﾌﾞﾔ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 渋谷 和子 ｼﾌﾞﾔ ｶｽﾞｺ ●

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

JBDF8 下山 孝一 ｼﾓﾔﾏ ｺｳｲﾁ 下山 敏子 ｼﾓﾔﾏ ﾄｼｺ Ｄ ●

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

03738 新田見 幸治郎 ｼﾝﾀﾐ ｺｳｼﾞﾛｳ 森 貞子 ﾓﾘ ｻﾀﾞｺ B ●

JBDF 須崎 博 ｽｻﾞｷ ﾋﾛｼ 横山 きよみ ﾖｺﾔﾏ ｷﾖﾐ C ●

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

03372 鈴木 重夫 ｽｽﾞｷ ｼｹﾞｵ 鈴木 泰子 ｽｽﾞｷ ﾔｽｺ A ●

JBDF 鈴木 宏之 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 岡田 敦子 ｵｶﾀﾞ ｱﾂｺ A ● ●

02237 関 俊夫 ｾｷ ﾄｼｵ 鈴木 省子 ｽｽﾞｷ ｾｲｺ A ●

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

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 ● ●

02497 田玉 仁 ﾀﾀﾞﾏ ﾋﾄｼ 田玉 公子 ﾀﾀﾞﾏ ｷﾐｺ A ●

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 B ●

00644 舘岡 信征 ﾀﾃｵｶ ﾉﾌﾞﾕｷ 舘岡 裕子 ﾀﾃｵｶ ﾕｳｺ A ●

他団体 溜渕 修 ﾀﾏﾘﾌﾞﾁ ｵｻﾑ 池田 純子 ｲｹﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ ●

ＪＡＬ 附田 優翼 ﾂｹﾀﾞ ﾕｳｽｹ 附田 奈緒美 ﾂｹﾀﾞ ﾅｵﾐ A ●

01456 津田 洋一郎 ﾂﾀﾞ ﾖｳｲﾁﾛｳ 小宮山 順子 ｺﾐﾔﾏ ｼﾞｭﾝｺ 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 A ●

JBDF 那須 与志人 ﾅｽ ﾖｼﾄ 那須 洋子 ﾅｽ ﾖｳｺ 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 B ●

02845 長谷川 定 ﾊｾｶﾞﾜ ｻﾀﾞﾑ 北條 留加 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾙｶ C ●

03809 濱口 大志 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾀｲｼ 田中 響 ﾀﾅｶ ｷｮｳ B ●

JDC 林 宗親 ﾊﾔｼ ﾑﾈﾁｶ 石坂 幸穂 ｲｼｻﾞｶ ｻﾁﾎ 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 A ●



B-3１０月２８日　場所：ニューピアホール

第６回ジャンティ杯アマチュア統一ダンス選手権大会ボールルーム
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 統一 シニア　35 シニア　50 シニア　65 備考

JDC5 冬野 英和 ﾌﾕﾉ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 冬野 朋子 ﾌﾕﾉ ﾄﾓｺ A ●

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

01278 牧野 和博 ﾏｷﾉ ｶｽﾞﾋﾛ 髙井 静江 ﾀｶｲ ｼｽﾞｴ B ●

02407 松岡 直成 ﾏﾂｵｶ ﾀﾀﾞﾉﾘ 松岡 桂子 ﾏﾂｵｶ ｹｲｺ A ●

00773 三木 雅夫 ﾐｷ ﾏｻｵ 三木 由紀子 ﾐｷ ﾕｷｺ A ●

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

ＪＡＬ 森下 慧 ﾓﾘｼﾀ ｻﾄｼ 中山 絵里加 ﾅｶﾔﾏ ｴﾘｶ ●

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

JBDF 安宅 有 ﾔｽﾐ ﾕｳ 安宅 玲子 ﾔｽﾐ ﾚｲｺ B ●

JDC 矢野 浩志 ﾔﾉ ﾋﾛｼ 矢野 香子 ﾔﾉ ｷｮｳｺ C ●

03194 矢部 晴也 ﾔﾍﾞ ﾊﾙﾔ 矢部 火 ﾔﾍﾞ ｻﾄ B ●

JBDF1 山岡 翔一 ﾔﾏｵｶ ｼｮｳｲﾁ 浅野 稚葉 ｱｻﾉ ﾜｶﾊﾞ B ●

00022 山崎 清 ﾔﾏｻﾞｷ ｷﾖｼ 山崎 美穂 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾎ A ●

JBDF 山田 雅人 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾄ 山田 倫世 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾁﾖ C ●

00591 吉川 敏雄 ﾖｼｶﾜ ﾄｼｵ 吉川 明子 ﾖｼｶﾜ ｱｷｺ ●

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

03550 吉田 祐也 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾔ 美田 輝美 ﾐﾀ ﾃﾙﾐ A ●

00294 亘 雄一 ﾜﾀﾘ ﾕｳｲﾁ 亘 絹代 ﾜﾀﾘ ｷﾇﾖ B ●



L-4
１０月２８日　場所：ニューピアホール

第６回ジャンティ杯アマチュア統一ダンス選手権大会ラテン
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 統一 シニア　35 シニア　50 備考

JBDF7 相木 孝之 ｱｲｷ ﾀｶｼ 西村 清美 ﾆｼﾑﾗ ｷﾖﾐ B ●

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

03796 石川 雅敏 ｲｼｶﾜ ﾏｻﾄｼ 石川 千晶 ｲｼｶﾜ ﾁｱｷ A ●

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

JDC 梅山 秀一 ｳﾒﾔﾏ ｼｭｳｲﾁ 佐々木 賀子 ｻｻｷ ﾖｼｺ ● ●

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 B ●

00604 江口 正 ｴｸﾞﾁ ﾀﾀﾞｼ 藤原 恵美子 ﾌｼﾞﾜﾗ ｴﾐｺ C ●

JBDF2 海老原 竜太 ｴﾋﾞﾊﾗ　ﾘｭｳﾀ 遊佐 美優子 ﾕｻ ﾐﾕｺ B ●

JDC4 大秋 英彦 ｵｵｱｷ ﾋﾃﾞﾋｺ 大秋 史子 ｵｵｱｷ ﾌﾐｺ ●

ＪＡＬ 押川 慧悟 ｵｼｶﾜ ｹｲｺﾞ 和田 知世 ﾜﾀﾞ  ﾄﾓﾖ B ● 招待選手

勝又 友也 ｶﾂﾏﾀ ﾕｳﾔ 中野 真帆 ﾅｶﾉ ﾏﾎ ●

JBDF 上浦 光太郎 ｶﾐｳﾗ ｺｳﾀﾛｳ 伊瀬 祐貴子 ｲｾ ﾕｷｺ A ●

JDC 神浪 学 ｶﾝﾅﾐ ﾏﾅﾌﾞ 佐原 夏海 ｻﾊﾗ ﾅﾂﾐ ● ●

JBDF 国松 正尚 ｸﾆﾏﾂ ﾏｻﾅｵ 国松 千絵 ｸﾆﾏﾂ ﾁｴ B ● ●

JBDF 倉岡 貴之 ｸﾗｵｶ ﾀｶﾕｷ 白石 志織 ｼﾗｲｼ ｼｵﾘ A ●

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

JBDF 佐々木 宏光 ｻｻｷ ﾋﾛﾐﾂ 小林 まなみ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾐ ●

JDC 佐藤 匠 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 小野 あづさ ｵﾉ ｱﾂﾞｻ D ●

JBDF 佐藤 崚 ｻﾄｳ ﾘｮｳ 本田 和香菜 ﾎﾝﾀﾞ ﾜｶﾅ ●

JBDF 清水 勇洋 ｼﾐｽﾞ ｲｻﾐ 清水 季子 ｼﾐｽﾞ ﾄｼｺ C ●

JBDF 鈴木 奨太 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 鈴木 千尋 ｽｽﾞｷ ﾁﾋﾛ A ● 招待選手

JBDF 田村 聡行 ﾀﾑﾗ ｱｷﾕｷ 高木 美来 ﾀｶｷﾞ ﾐﾗｲ B ●

JBDF 塚田 浩二 ﾂｶﾀﾞ ｺｳｼﾞ 小島 綾夏 ｺｼﾞﾏ ｱﾔｶ A ●

JBDF 永島 啓矢 ﾅｶﾞｼﾏ ｹｲﾔ 宮崎 佑希 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｷ ●

JBDF3 難波 隆之 ﾅﾝﾊﾞ ﾀｶﾕｷ 安田 めぐみ ﾔｽﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ B ●

JBDF 濱田 穣 ﾊﾏﾀﾞ ﾕﾀｶ 濱田 のり子 ﾊﾏﾀﾞ ﾉﾘｺ B ●

JBDF4 藤井 創太 ﾌｼﾞｲ ｿｳﾀ 吉川 あみ ﾖｼｶﾜ ｱﾐ Ａ ●



L-5
１０月２８日　場所：ニューピアホール

第６回ジャンティ杯アマチュア統一ダンス選手権大会ラテン
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 統一 シニア　35 シニア　50 備考

JBDF5 三瓶 友則 ﾐｶﾒ ﾄﾓﾉﾘ 浦田 和美 ｳﾗﾀ ｶｽﾞﾐ B ● ●

JBDF 村瀬 賢一 ﾑﾗｾ ｹﾝｲﾁ 小笹 詩織 ｵｻｻﾞ ｼｵﾘ A ● 招待選手

JBDF 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 A ●

ＪＡＬ 山本 哲郎 ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂﾛｳ 工藤 由美子 ｸﾄﾞｳ ﾕﾐｺ A ●

03613 行木 徹 ﾕｳｷ ﾄｵﾙ 行木 義子 ﾕｳｷ ﾖｼｺ B ●


