
B-1１２月２日　場所：桐生織物会館　織姫の間

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 群馬BR A級シニア A級シルバー B級 Ｂ級シニア C級 Ｃ級シニア D級 E級 Ｎ級

00011 八木原 猛 ﾔｷﾞﾊﾗ ﾀｹｼ 八木原 みえ子 ﾔｷﾞﾊﾗ ﾐｴｺ 東京都 A ● ●

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 ●

00023 田谷 暁雄 ﾀﾔ ｱｷｵ 田谷 恵子 ﾀﾔ ｹｲｺ 東京都 A ● ●

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 ● ●

00050 大森 忠美 ｵｵﾓﾘ ﾀﾀﾞﾖｼ 荒川 陽子 ｱﾗｶﾜ ﾖｳｺ 埼玉県 A ● ●

00167 山田 敏司 ﾔﾏﾀﾞ ﾄｼｼﾞ 坂本 泉美 ｻｶﾓﾄ ｲｽﾞﾐ 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 ● ●

00436 福本 宗茂 ﾌｸﾓﾄ ﾑﾈｼｹﾞ 福本 幸代 ﾌｸﾓﾄ ｻﾁﾖ 神奈川県 C ● ●

00487 角田 富重 ﾂﾉﾀﾞ ﾄﾐｼｹﾞ 竹内 啓子 ﾀｹｳﾁ ｹｲｺ 長野県 A ● ●

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 ●

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 ● ●

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 ●

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

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 ● ●

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 ●

02257 松尾 敏文 ﾏﾂｵ ﾄｼﾌﾐ 後藤 道子 ｺﾞﾄｳ ﾐﾁｺ 埼玉県 B ● ●

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 ●



B-2１２月２日　場所：桐生織物会館　織姫の間

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 群馬BR A級シニア A級シルバー B級 Ｂ級シニア C級 Ｃ級シニア D級 E級 Ｎ級

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 ● ●

03029 木暮 高志 ｺｸﾞﾚ ﾀｶｼ 木暮 章子 ｺｸﾞﾚ ｱｷｺ 群馬県 B ● ●

03118 齋藤 良夫 ｻｲﾄｳ ﾖｼｵ 守尾 佐智子 ﾓﾘｵ ｻﾁｺ 東京都 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 ● ●

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 ●

03284 青山 匠 ｱｵﾔﾏ ﾀｸﾐ 成田 紀子 ﾅﾘﾀ ﾉﾘｺ 北海道 A ● ● ●

03354 永井 靖治 ﾅｶﾞｲ ﾔｽｼﾞ 黒臼 敏子 ｸﾛｳｽ ﾄｼｺ 埼玉県 D ● ●

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 ● ●

03396 飯田 幹雄 ｲｲﾀﾞ ﾐｷｵ 中村 啓子 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｺ 茨城県 C ●

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 ●

03468 中村 寿雄 ﾅｶﾑﾗ ﾋｻｵ 中村 晴美 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙﾐ 長野県 C ●

03564 山崎 昇義 ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷﾖｼ 安東 直子 ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵｺ 埼玉県 B ● ●

03597 川又 泰 ｶﾜﾏﾀ ﾔｽｼ 川又 幸子 ｶﾜﾏﾀ ｻﾁｺ 東京都 A ●

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 ● ●

03722 小池 正 ｺｲｹ ﾀﾀﾞｼ 中島 初枝 ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾂｴ 群馬県 C ● ●

03733 西村 昭宣 ﾆｼﾑﾗ ｱｷﾉﾌﾞ 渡邊 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 ● ●



B-3１２月２日　場所：桐生織物会館　織姫の間

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 群馬BR A級シニア A級シルバー B級 Ｂ級シニア C級 Ｃ級シニア D級 E級 Ｎ級

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 ●

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 ●

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 ● ●

03820 小宮山 諒 ｺﾐﾔﾏ ﾘｮｳ 伊村 美紅 ｲﾑﾗ ﾐｸ 埼玉県 N ●



L-4
１２月２日　場所：桐生織物会館　織姫の間

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 B級 C級 D級 E級 Ｎ級

00011 八木原 猛 ﾔｷﾞﾊﾗ ﾀｹｼ 八木原 みえ子 ﾔｷﾞﾊﾗ ﾐｴｺ 東京都 B ●

00490 武田 日出男 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ 渡辺 恵子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｺ 茨城県 E ●

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 ●

01452 田元 秋信 ﾀﾓﾄ ｱｷﾉﾌﾞ 田元 とよ子 ﾀﾓﾄ ﾄﾖｺ 埼玉県 C ●

03118 齋藤 良夫 ｻｲﾄｳ ﾖｼｵ 守尾 佐智子 ﾓﾘｵ ｻﾁｺ 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 ●

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 ●

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 ●

03468 中村 寿雄 ﾅｶﾑﾗ ﾋｻｵ 中村 晴美 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙﾐ 長野県 C ●

03564 山崎 昇義 ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷﾖｼ 安東 直子 ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵｺ 埼玉県 C ● ●

03597 川又 泰 ｶﾜﾏﾀ ﾔｽｼ 川又 幸子 ｶﾜﾏﾀ ｻﾁｺ 東京都 B ●

03771 鴨川 慎平 ｶﾓｶﾞﾜ ｼﾝﾍﾟｲ 大山 幸恵 ｵｵﾔﾏ ﾕｷｴ 東京都 N ●

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 ●

03817 キム ヒョンオ ｷﾑ ﾋｮﾝｵ 中村 弘美 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾐ 東京都 ●

03819 川上 拓朗 ｶﾜｶﾐ ﾀｸﾛｳ 志村 海也美 ｼﾑﾗ ﾐﾔﾋﾞ 埼玉県 N ●


