
B-1９月1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 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 シニア70 シニア60 東部日本100 B級 B級シニア60 C級 D級 E級

13003284 青山 匠 ｱｵﾔﾏ ﾀｸﾐ 成田 紀子 ﾅﾘﾀ ﾉﾘｺ 北海道 A ● ●

13007002 浅沼 香 ｱｻﾇﾏ ｶｵﾙ 小出 絹恵 ｺｲﾃﾞ ｷﾇｴ 埼玉県 B ● ●

13003752 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 ●

13002606 阿部 弘 ｱﾍﾞ ﾋﾛｼ 大吉 孝子 ｵｵﾖｼ ﾀｶｺ 東京都 C ●

13003172 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 ●

13001066 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 ●

13003773 新井 奨平 ｱﾗｲ ｼｮｳﾍｲ 穂高 早紀 ﾎﾀｶ ｻｷ 埼玉県 B ●

13000142 安西 章司 ｱﾝｻﾞｲ ｼｮｳｼﾞ 笹野 いずみ ｻｻﾉ ｲｽﾞﾐ 神奈川県 A ● ●

13000222 井岡 秀樹 ｲｵｶ ﾋﾃﾞｷ 茂木 莉佐 ﾓﾃｷﾞ ﾘｻ 神奈川県 E ●

13003511 池内 剛視 ｲｹｳﾁ ﾂﾖｼ 近藤 智子 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾓｺ 埼玉県 C ●

19000057 井澤 勇 ｲｻﾞﾜ ｲｻﾑ 鈴木 信子 ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞｺ ● ●

13003380 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 ●

13002189 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 ●

13002762 石井 秀夫 ｲｼｲ ﾋﾃﾞｵ 有賀 淑子 ｱﾘｶﾞ ﾄｼｺ 東京都 B ●

13000678 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 ●

19000062 板倉 幹夫 ｲﾀｸﾗ ﾐｷｵ 板倉 玉枝 ｲﾀｸﾗ ﾀﾏｴ ●

13003086 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 ●

13003155 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 ● ●



B-2９月1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 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 シニア70 シニア60 東部日本100 B級 B級シニア60 C級 D級 E級

13000127 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 ●

13003556 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 ●

13001157 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 ●

13003253 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 B ●

13001108 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 D ●

13001134 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 ●

13003179 遠藤 正道 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾐﾁ 川口 二枝 ｶﾜｸﾞﾁ ﾌﾀｴ 東京都 B ●

13000154 大上 勇夫 ｵｵｳｴ ｲｻｵ 宮脇 礼子 ﾐﾔﾜｷ ﾚｲｺ 神奈川県 A ● ●

13003228 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 ●

13000056 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 ●

13003799 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 ●

13002420 大関 光義 ｵｵｾｷ ﾐﾂﾖｼ 藤原 名甫子 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｵｺ 東京都 B ●

13000715 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 ●

13002565 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 ●

13003385 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 ● ●

13002784 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 ●

13002281 岡野谷 泉　 ｵｶﾉﾔ ｲｽﾞﾐ 岡野谷 洋子 ｵｶﾉﾔ ﾖｳｺ 東京都 A ● ●

13000912 小川 芳彦 ｵｶﾞﾜ ﾖｼﾋｺ 佐藤 悦子 ｻﾄｳ ｴﾂｺ 千葉県 A ●



B-3９月1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 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 シニア70 シニア60 東部日本100 B級 B級シニア60 C級 D級 E級

13003795 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 ● ●

13001205 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 ●

13000666 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 ●

13002846 加藤 順一 ｶﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 赤井 奈美 ｱｶｲ ﾅﾐ 千葉県 B ●

13001015 加藤 勝 ｶﾄｳ ﾏｻﾙ 加藤 光子 ｶﾄｳ ﾐﾂｺ 東京都 A ●

13003787 加藤 美佐雄 ｶﾄｳ ﾐｻｵ 浅井 孝子 ｱｻｲ ﾀｶｺ 神奈川県 D ●

13001109 鹿野 快男 ｶﾉ ﾖｼｵ 中村 禧子 ﾅｶﾑﾗ ﾄｼｺ 群馬県 A ● ●

13003342 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 ●

13003053 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 ●

13001055 亀田 忞 ｶﾒﾀﾞ ﾂﾄﾑ 亀田 はつ美 ｶﾒﾀﾞ ﾊﾂﾐ 埼玉県 A ●

13001268 川口 守 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏﾓﾙ 瓜生　房子 ｳﾘｭｳ ﾌｻｺ 埼玉県 B ●

13003513 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 ●

13003635 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 ●

13003597 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 ●

13000292 木谷 和己 ｷﾀﾆ ｶｽﾞﾐ 後藤 令子 ｺﾞﾄｳ ﾚｲｺ 東京都 A ●

13003801 木村 圭 ｷﾑﾗ ｹｲ 林 真美 ﾊﾔｼ ﾏﾐ 千葉県 B ● ●

13001560 木村 新緑 ｷﾑﾗ ｼﾝﾛｸ 高根澤 和子 ﾀｶﾈｻﾞﾜ ｶｽﾞｺ 千葉県 A ●

13001591 倉智 司 ｸﾗﾁ ﾂｶｻ 倉智 みどり ｸﾗﾁ ﾐﾄﾞﾘ 東京都 A ●



B-4９月1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 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 シニア70 シニア60 東部日本100 B級 B級シニア60 C級 D級 E級

13000768 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 A ●

13003683 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 ●

13002298 越谷 成一 ｺｼｶﾞﾔ ｾｲｲﾁ 土信田 由紀子 ﾄｼﾀﾞ ﾕｷｺ 神奈川県 C ●

13000990 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 ●

13003402 小杉山 博信 ｺｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾛﾉﾌﾞ 觸澤 美智代 ﾌﾚｻﾜ ﾐﾁﾖ 千葉県 C ● ●

13002111 小林 和博 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾋﾛ 小林 米子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖﾈｺ 東京都 A ●

13000632 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 ●

13003151 斉藤 光夫 ｻｲﾄｳ ﾃﾙｵ 高須 京子 ﾀｶｽ ｷｮｳｺ 埼玉県 B ●

13003800 斉藤 一 ｻｲﾄｳ ﾊｼﾞﾒ 中桐 こと美 ﾅｶｷﾞﾘ ｺﾄﾐ D ● ●

13003118 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 ●

13000032 佐々 英成 ｻｻ ﾋﾃﾞﾅﾘ 佐々 昌子 ｻｻ ｱｷｺ 東京都 B ●

13000669 佐藤 三郎 ｻﾄｳ ｻﾌﾞﾛｳ 佐藤 一枝 ｻﾄｳ ｶｽﾞｴ 東京都 B ● ●

13001859 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 ●

13000258 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 A ● ●

13003177 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 千葉県 A ●

13003736 佐原 三夫 ｻﾊﾗ ﾐﾂｵ 佐原 光江 ｻﾊﾗ ﾐﾂｴ 千葉県 B ● ●

13002375 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 ●

13000423 紫藤 厚夫 ｼﾄｳ ｱﾂｵ 中村 淑子 ﾅｶﾑﾗ ﾄｼｺ 東京都 C ●



B-5９月1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 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 シニア70 シニア60 東部日本100 B級 B級シニア60 C級 D級 E級

13000944 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 東京都 A ●

13003808 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 ●

13003738 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 東京都 A ●

13003793 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 ●

13003479 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 ●

13003372 鈴木 重夫 ｽｽﾞｷ ｼｹﾞｵ 鈴木 泰子 ｽｽﾞｷ ﾔｽｺ 神奈川県 A ●

13000790 鈴木 正一 ｽｽﾞｷ ｼｮｳｲﾁ 岩谷 和子 ｲﾜﾔ ｶｽﾞｺ 東京都 A ●

13001420 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 ●

13002806 鈴木 政則 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾉﾘ 鈴木 るい子 ｽｽﾞｷ ﾙｲｺ 静岡県 B ●

13003548 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 ●

13002237 関 俊夫 ｾｷ ﾄｼｵ 鈴木 省子 ｽｽﾞｷ ｾｲｺ 東京都 A ●

13003351 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 ●

13001098 瀬田 裕和 ｾﾀ ﾋﾛｶｽﾞ 南井 悦子 ﾐﾅﾐｲ ｴﾂｺ 東京都 A ●

13003640 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 ●

13003739 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 A ●

13000644 舘岡 信征 ﾀﾃｵｶ ﾉﾌﾞﾕｷ 舘岡 裕子 ﾀﾃｵｶ ﾕｳｺ 埼玉県 A ● ●

13000635 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 ●

13000381 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 ●



B-6９月1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 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 シニア70 シニア60 東部日本100 B級 B級シニア60 C級 D級 E級

13003760 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 B ● ●

13002273 辻 省吾 ﾂｼﾞ ｼｮｳｺﾞ 倉品 俊子 ｸﾗｼﾅ ﾄｼｺ 埼玉県 A ● ●

13003021 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 ●

13002830 中村 晴弘 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙﾋﾛ 小西 晴子 ｺﾆｼ ﾊﾙｺ 埼玉県 A ● ●

13003811 名和 信夫 ﾅﾜ ﾉﾌﾞｵ 吉田 文子 ﾖｼﾀﾞ ﾌﾐｺ 埼玉県 D ●

13003733 西村 昭宣 ﾆｼﾑﾗ ｱｷﾉﾌﾞ 西村 陽子 ﾆｼﾑﾗ ﾖｳｺ 神奈川県 B ● ●

13002640 西脇 誠 ﾆｼﾜｷ ﾏｺﾄ 椎名 雅子 ｼｲﾅ ﾏｻｺ 東京都 B ●

13002897 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 A ● ●

13002164 長谷川 秀樹 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾃﾞｷ 長谷川 和子 ﾊｾｶﾞﾜ ｶｽﾞｺ 千葉県 B ●

13003138 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 ●

13001846 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 ●

13001025 樋口 文也 ﾋｸﾞﾁ ﾌﾐﾔ 荒井 りつ ｱﾗｲ ﾘﾂ 東京都 A ● ●

13000069 深堀 隆志 ﾌｶﾎﾞﾘ ﾀｶｼ 堂前 春美 ﾄﾞｳﾏｴ ﾊﾙﾐ 東京都 B ●

13003609 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 ● ●

13000436 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 ●

13000010 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 ●

13003746 藤田 幹郎 ﾌｼﾞﾀ　ﾐｷｵ 藤田 久子 ﾌｼﾞﾀ ﾋｻｺ 神奈川県 B ● ●

13001107 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 ●



B-7９月1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 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 シニア70 シニア60 東部日本100 B級 B級シニア60 C級 D級 E級

13001045 堀 和之 ﾎﾘ ｶｽﾞﾕｷ 堀 葉子 ﾎﾘ ﾖｳｺ 千葉県 B ●

13003259 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 A ●

13003254 牧田 恵一 ﾏｷﾀ ｹｲｲﾁ 所 澄子 ﾄｺﾛ ｽﾐｺ 東京都 B ●

13002407 松岡 直成 ﾏﾂｵｶ ﾀﾀﾞﾉﾘ 松岡 桂子 ﾏﾂｵｶ ｹｲｺ 埼玉県 A ●

13000172 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 ● ●

13000717 松村 茂 ﾏﾂﾑﾗ ｼｹﾞﾙ 内藤 璋 ﾅｲﾄｳ ｱｷ 東京都 A ●

13003593 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 ●

13000941 松本 達幸 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾂﾕｷ 松本 光未 ﾏﾂﾓﾄ ﾃﾙﾐ 神奈川県 A ●

13003823 三上 厚志 ﾐｶﾐ ｱﾂｼ 伊藤 薫 ｲﾄｳ ｶｵﾙ 神奈川県 D ● ●

13001138 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 ●

13001550 村松 洋 ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛｼ 村松 晶子 ﾑﾗﾏﾂ ｱｷｺ 埼玉県 A ●

13000556 森 靖男 ﾓﾘ ﾔｽｵ 青木 恭子 ｱｵｷ ｷｮｳｺ 神奈川県 B ● ●

13000987 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 ●

13001611 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 ● ●

13000936 森屋 利保 ﾓﾘﾔ ﾄｼﾔｽ 小林 千秋 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｱｷ 東京都 A ●

13001570 八鍬 紀代二 ﾔｸﾜ ｷﾖｼﾞ 八鍬 眞喜子 ﾔｸﾜ ﾏｷｺ 神奈川県 B ● ●

13002804 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 ●

13000041 柳田 貢正 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾐﾂﾏｻ 平川 ひとみ ﾋﾗｶﾜ ﾋﾄﾐ 東京都 A ●



B-8９月1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 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 シニア70 シニア60 東部日本100 B級 B級シニア60 C級 D級 E級

13003462 山鹿 勇 ﾔﾏｶﾞ ｲｻﾑ 染野 安子 ｿﾒﾉ ﾔｽｺ 埼玉県 C ●

13003564 山崎 昇義 ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷﾖｼ 関口 孝子 ｾｷｸﾞﾁ ﾀｶｺ 埼玉県 B ● ●

13001190 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 D ●

13000167 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 ●

13003714 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 ● ●

13003613 行木 徹 ﾕｳｷ ﾄｵﾙ 行木 義子 ﾕｳｷ ﾖｼｺ 千葉県 B ●

13003550 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 ●

13003684 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 B ●

19000033 和田 望 ﾜﾀﾞ ﾉｿﾞﾑ 加藤 友佳子 ｶﾄｳ ﾕｶｺ ● ●

13000462 渡部 嘉章 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼｱｷ 坂本 美智子 ｻｶﾓﾄ ﾐﾁｺ 埼玉県 B ● ●



L-9
９月1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 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 関東 シニア60 B級 C級 C級シニア７0 D級 E級

13003284 青山 匠 ｱｵﾔﾏ ﾀｸﾐ 成田 紀子 ﾅﾘﾀ ﾉﾘｺ 北海道 E ●

13002762 石井 秀夫 ｲｼｲ ﾋﾃﾞｵ 有賀 淑子 ｱﾘｶﾞ ﾄｼｺ 東京都 A ●

13002654 石塚 文夫 ｲｼﾂﾞｶ ﾌﾐｵ 富田 邦子 ﾄﾐﾀ ｸﾆｺ 埼玉県 A ●

13003086 板谷 裕志 ｲﾀﾔ ﾋﾛｼ 鳥居 智重子 ﾄﾘｲ ﾁｴｺ 東京都 C ●

13003155 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 ●

13000127 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 ●

13003556 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 E ●

13001157 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 ●

13003253 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 ●

13000604 江口 正 ｴｸﾞﾁ ﾀﾀﾞｼ 藤原 恵美子 ﾌｼﾞﾜﾗ ｴﾐｺ 東京都 B ●

13003770 遠藤 顕広 ｴﾝﾄﾞｳ ｱｷﾋﾛ 高橋 奈津美 ﾀｶﾊｼ ﾅﾂﾐ 埼玉県 B ● ●

13003799 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 ● ●

13002784 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 B ●

13001015 加藤 勝 ｶﾄｳ ﾏｻﾙ 加藤 光子 ｶﾄｳ ﾐﾂｺ 東京都 C ●

13003053 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 ●

13003513 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 B ●

13003597 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 ●



L-10
９月1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 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 関東 シニア60 B級 C級 C級シニア７0 D級 E級

13001591 倉智 司 ｸﾗﾁ ﾂｶｻ 倉智 みどり ｸﾗﾁ ﾐﾄﾞﾘ 東京都 C ●

13000990 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 ●

13003501 小林 正男 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｵ 柿本 和子 ｶｷﾓﾄ ｶｽﾞｺ 茨城県 E ●

19000051 小松 健明 ｺﾏﾂ ﾀｹｱｷ 松尾 容子 ﾏﾂｵ ﾖｳｺ ●

13003118 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 A ●

13003794 佐藤 洋平 ｻﾄｳ ﾖｳﾍｲ 佐藤 未沙子 ｻﾄｳ ﾐｻｺ 神奈川県 C ●

13003479 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 ●

13001420 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 ●

13003263 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 ●

13003760 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 B ● ●

13002273 辻 省吾 ﾂｼﾞ ｼｮｳｺﾞ 倉品 俊子 ｸﾗｼﾅ ﾄｼｺ 埼玉県 B ● ●

13003733 西村 昭宣 ﾆｼﾑﾗ ｱｷﾉﾌﾞ 西村 陽子 ﾆｼﾑﾗ ﾖｳｺ 神奈川県 C ● ●

13003366 萩 聡 ﾊｷﾞ ｻﾄｼ 石山 マヤ ｲｼﾔﾏ ﾏﾔ 千葉県 B ●

13001384 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 ●

13003759 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 ●

13000010 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 ●

13003430 村上 弘行 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛﾕｷ 村上 恵美子 ﾑﾗｶﾐ ｴﾐｺ 岩手県 B ● ●



L-11
９月1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 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 関東 シニア60 B級 C級 C級シニア７0 D級 E級

13003564 山崎 昇義 ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷﾖｼ 関口 孝子 ｾｷｸﾞﾁ ﾀｶｺ 埼玉県 C ● ●

13001246 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 ●

13003613 行木 徹 ﾕｳｷ ﾄｵﾙ 行木 義子 ﾕｳｷ ﾖｼｺ 千葉県 B ●

13007003 湯原 達也 ﾕﾊﾗ ﾀﾂﾔ 八ノ宮 くるみ ﾔﾉﾐﾔ ｸﾙﾐ 東京都 B ● ● ●

13003684 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 ●


