
２０２０年１０月１１日　レイリーナ杯東京ダンス選手権大会

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 シニア６０ B級 Bシニア６０ C級 D級

13002989 阿部 信樹 ｱﾍﾞ ﾉﾌﾞｷ 阿部 牧子 ｱﾍﾞ ﾏｷｺ 埼玉県 C ●

19000024 荒川 広樹 ｱﾗｶﾜ ﾋﾛｷ 佐藤 泉咲 ｻﾄｳ ﾐｻｷ 埼玉県 ● ●

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 B ●

13002756 井澤 勇 ｲｻﾞﾜ ｲｻﾑ 鈴木 信子 ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞｺ 東京都 D ●

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 ● ●

13003227 石田 真一 ｲｼﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 鶴 捷子 ﾂﾙ ｶﾂｺ 東京都 B ● ●

13003774 石山 誠 ｲｼﾔﾏ ﾏｺﾄ 石山 直子 ｲｼﾔﾏ ﾅｵｺ 千葉県 A ●

13003778 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 ●

19000072 井上 翼 ｲﾉｳｴ ﾂﾊﾞｻ 叶内 亜美 ｶﾉｳﾁ ｱﾐ 神奈川県 ●

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 ●

13003803 岩崎 将之 ｲﾜｻｷ ﾏｻﾕｷ 中山 絵里加 ﾅｶﾔﾏ ｴﾘｶ 東京都 A ●

19000116 宇野 眞 ｳﾉ ﾏｺﾄ 衛藤 真子 ｴﾄｳ ﾏｺ 東京都 ● ●

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 B ● ●

19000118 大嶋 隆義 ｵｵｼﾏ ﾀｶﾄｼ 秋吉 花音 ｱｷﾖｼ ｶﾉﾝ 千葉県 ● ●

13000466 大嶋 良明 ｵｵｼﾏ ﾖｼｱｷ 大嶋 三恵子 ｵｵｼﾏ ﾐｴｺ 神奈川県 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 ●

13001606 荻野 髙重 ｵｷﾞﾉ ﾀｶｼｹﾞ 才本 ふじ子 ｻｲﾓﾄ ﾌｼﾞｺ 神奈川県 B ● ●

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 B ● ●

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 ●

13003134 菊池 正 ｷｸﾁ ﾀﾀﾞｼ 平野 尚子 ﾋﾗﾉ　ﾅｵコ 埼玉県 B ● ●

13001664 木竜 重信 ｷﾘｭｳ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 安居院 徳子 ｱｸﾞｲ ﾄｸｺ 新潟県 A ● ●

13003810 工藤 駿 ｸﾄﾞｳ　ｼｭﾝ 青木 那奈 ｱｵｷ ﾅﾅ 東京都 C ● ●

会場：都立産業貿易センター台東館７階



２０２０年１０月１１日　レイリーナ杯東京ダンス選手権大会

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 シニア６０ B級 Bシニア６０ C級 D級

13003210 工藤 哲夫 ｸﾄﾞｳ ﾃﾂｵ 染谷 美利恵 ｿﾒﾔ ﾐﾄｴ 東京都 A ●

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 ●

13001101 小久保 聡 ｺｸﾎﾞ ｻﾄｼ 谷口 綾子 ﾀﾆｸﾞﾁ ｱﾔｺ 東京都 ●

13002582 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 ●

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 ●

13002499 佐々木 信一 ｻｻｷ ｼﾝｲﾁ 岸 克子 ｷｼ ｶﾂｺ 神奈川県 A ●

13003594 佐野 守 ｻﾉ ﾏﾓﾙ 宮崎 洋子 ﾐﾔｻﾞｷ ﾖｳｺ 東京都 A ●

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 C ● ●

13002112 柴田 俊男 ｼﾊﾞﾀ ﾄｼｵ 天野 貴美子 ｱﾏﾉ ｷﾐｺ 東京都 A ●

13003837 芝原 將人 ｼﾊﾞﾊﾗ ﾏｻﾄ 洲崎 理沙 ｽｻﾞｷ ﾘｻ 千葉県 ● ●

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 ●

13000808 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 ●

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 ●

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 B ●

13003767 孫 祖博 ｿﾝ ｿﾊｸ 西村 早織 ﾆｼﾑﾗ ｻｵﾘ 東京都 A ●

13003335 高澤 清剛 ﾀｶｻﾞﾜ ｷﾖﾀｶ 高澤 千代子 ﾀｶｻﾞﾜ ﾁﾖｺ 千葉県 B ●

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 ●

19000114 長井 貴弘 ﾅｶﾞｲ ﾀｶﾋﾛ 高橋 沙弥華 ﾀｶﾊｼ ｻﾔｶ 東京都 ● ●

13002621 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 B ● ●

13003126 中野 吉徳 ﾅｶﾉ ﾖｼﾉﾘ 仁科　恵子 ﾆｼﾅ ｹｲｺ 東京都 C ●

13003357 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 B ●

13003553 中村 晴義 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙﾖｼ 中村 文子 ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐｺ 埼玉県 A ●

会場：都立産業貿易センター台東館７階



２０２０年１０月１１日　レイリーナ杯東京ダンス選手権大会

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 シニア６０ B級 Bシニア６０ C級 D級

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

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 ●

13003671 土師 信幸 ﾊｼﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 川本 栄美子 ｶﾜﾓﾄ ｴﾐｺ 神奈川県 B ●

13003312 長谷川 政 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻｼ 長谷川 みち子 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾁｺ 千葉県 B ●

13003009 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 ●

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 A ●

13000099 福田 稔 ﾌｸﾀﾞ ﾐﾉﾙ 大橋 佳代 ｵｵﾊｼ ｶﾖ 千葉県 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 ●

19000019 藤田 和大 ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 藤田 真理子 ﾌｼﾞﾀ ﾏﾘｺ 東京都 ●

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 ●

13001019 前田 信春 ﾏｴﾀﾞ ﾉﾌﾞﾊﾙ 松本 弓子 ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾐｺ 東京都 A ●

19000110 松本 章 ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾗ 小倉 幸子 ｵｸﾞﾗ ｻﾁｺ 埼玉県 ● ●

13002936 三橋 武弘 ﾐﾂﾊｼ ﾀｹﾋﾛ 綾部 命子 ｱﾔﾍﾞ ﾉﾌﾞｺ 埼玉県 C ●

13001547 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 ●

13002536 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 ●

13000022 山崎 清 ﾔﾏｻﾞｷ ｷﾖｼ 山崎 美穂 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾎ 東京都 A ●

13001200 山下 時数 ﾔﾏｼﾀ ﾄｷｶｽﾞ 野元 道枝 ﾉﾓﾄ ﾐﾁｴ 東京都 B ●

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 ●

13003109 吉田 篤正 ﾖｼﾀﾞ ｱﾂﾏｻ 吉田 晃子 ﾖｼﾀﾞ ﾃﾙｺ 神奈川県 A ●

13000667 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 A ●

19000096 渡邉 泰成 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｾｲ 朝倉 環 ｱｻｸﾗ ﾀﾏｷ 東京都 ● ●

会場：都立産業貿易センター台東館７階



２０２０年１０月１１日　レイリーナ杯東京ダンス選手権大会
会場：都立産業貿易センター台東館７階

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 東京ダンス B級 C級 D級

19000111 浅田 恭一 ｱｻﾀﾞ ｷｮｳｲﾁ 西村 和子 ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞｺ 東京都 ●

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 ●

13003774 石山 誠 ｲｼﾔﾏ ﾏｺﾄ 石山 直子 ｲｼﾔﾏ ﾅｵｺ 千葉県 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 C ●

19000119 梅沢 大空 ｳﾒｻﾞﾜ ｿﾗ 村井 ひとみ ﾑﾗｲ ﾋﾄﾐ 埼玉県 ●

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 ●

13001664 木竜 重信 ｷﾘｭｳ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 安居院 徳子 ｱｸﾞｲ ﾄｸｺ 新潟県 D ●

13003210 工藤 哲夫 ｸﾄﾞｳ ﾃﾂｵ 染谷 美利恵 ｿﾒﾔ ﾐﾄｴ 東京都 C ●

13002582 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 ●

13002112 柴田 俊男 ｼﾊﾞﾀ ﾄｼｵ 天野 貴美子 ｱﾏﾉ ｷﾐｺ 東京都 A ●

13000808 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 ●

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

19000117 平岡 諒大 ﾋﾗｵｶ ﾘｮｳﾀ 杉山 奈緒子 ｽｷﾞﾔﾏ ﾅｵｺ 千葉県 ●

19000112 廣 知弥 ﾋﾛ ﾄﾓﾔ 金子 千紘 ｶﾈｺ ﾁﾋﾛ 神奈川県 ●

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 ●

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 ●

19000115 三木 哲生 ﾐｷ ﾋﾛｷ 坪田 菜々香 ﾂﾎﾞﾀ ﾅﾅｶ 埼玉県 ● ●

13001547 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 ●

13000667 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 B ●


