
2月12日　ファストプレース東京

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 出身地 所属 東部日本 A級シニア B級 C級 D級 N級

642 天野 功 ｱﾏﾉ ｲｻｵ 天野 麻美子 ｱﾏﾉ ﾏﾐｺ B 千葉県 アマノダンススクール ●

611 有原 良義 ｱﾘﾊﾗ ｶｽﾞﾖｼ 前田 馨 ﾏｴﾀﾞ ｶｵﾙ D 千葉県 笹生ダンススタジオ/モリシタダンススタイル ● ● ● ●

227 池田 彰宏 ｲｹﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 小島 律子 ｺｼﾞﾏ ﾘﾂｺ A 神奈川県 池田ダンススタジオ ●

10 石川 浩之 ｲｼｶﾜ ﾋﾛﾕｷ 菅野 純代 ｽｶﾞﾉ ｽﾐﾖ A 栃木県 イシカワヒロユキダンススタジオ ● ●

353 石田 武 ｲｼﾀﾞ ﾀｹｼ 箕尾 美春 ﾐﾉｵ ﾐﾊﾙ B 東京都 ダンスフォレスト ●

627 伊藤 英裕 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾋﾛ 伊藤 美穂 ｲﾄｳ ﾐﾎ A 山形県 白幡ダンススクール ●

268 内田 真史 ｳﾁﾀﾞ ﾏｻﾌﾐ 小村 明美 ｺﾑﾗ ｱｹﾐ A 福岡県 　　　　　　　　　/小村ダンスファクトリー ●

638 宇土 曜史 ｳﾄﾞ ﾖｳｼﾞ 伊藤 未途 ｲﾄｳ ﾐｽﾞ A 静岡県 ダンス スタジオ アジール ●

594 遠藤 秀和
ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞｶ
ｽﾞ

土屋 美哉 ﾂﾁﾔ ﾐｶ A 福島県 エンドウヒデカズ ダンススタジオ ●

601 大竹 道雄 ｵｵﾀｹ ﾐﾁｵ 高田 美穂子 ﾀｶﾀﾞ ﾐﾎｺ A 栃木県 オオタケダンススクール ● ●

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

556 岡崎 可寿智 ｵｶｻﾞｷ ｶｽﾞﾁ 矢﨑 芳子 ﾔｻﾞｷ ﾖｼｺ B 神奈川県 ●

592 勝俣 広 ｶﾂﾏﾀ ﾋﾛｼ 札 京子 ﾌﾀﾞ ｷｮｳｺ C 栃木県 蔵の街ダンススタジオFuda ● ●

161 菊池 和春 ｷｸﾁ ｶｽﾞﾊﾙ 酒井 恵美 ｻｶｲ ｴﾐ A 神奈川県 フジイダンススクール/ダンスジャルダン大森山王ステューディオ ●

585 木村 勇 ｷﾑﾗ ﾕｳｷ 伊藤 瑞穂 ｲﾄｳ ﾐｽﾞﾎ A 埼玉県 ケヅカテツオダンスアカデミー ●

115 楠谷 喜洋 ｸｽﾀﾆ ﾖｼﾋﾛ 楠谷 恵 ｸｽﾀﾆ ﾒｸﾞﾐ A 東京都 片山ダンススクール ●

307 越川 真人 ｺｼｶﾜ ﾏｻﾄ 越川 民子 ｺｼｶﾜ ﾀﾐｺ A 茨城県 コシカワダンススクール ●



2月12日　ファストプレース東京

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 出身地 所属 東部日本 A級シニア B級 C級 D級 N級

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

620 今野 郁広 ｺﾝﾉ ｲｸﾋﾛ 今野 真利子 ｺﾝﾉ ﾏﾘｺ C 福島県 ダンススクール Konno ● ●

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

586 芝崎 剣一
ｼﾊﾞｻﾞｷ ｹﾝｲ
ﾁ

石黒 織恵 ｲｼｸﾞﾛ ｵﾘｴ D 東京都 Dance PATIO T＆T ● ●

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

605 鈴木 康友 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾄﾓ 鈴木 海美 ｽｽﾞｷ ｳﾐ A 静岡県 高円寺 毛塚ダンス教室 ●

329 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 鹿児島県 セコムネ ダンス フィールド ●

432 髙橋 朋博 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾋﾛ 髙橋 亜里子 ﾀｶﾊｼ ｱﾘｺ B 京都府 TOMOダンススタジオ ●

344 武田 葵 ﾀｹﾀﾞ ｱｵｲ 坪井 みみ ﾂﾎﾞｲ ﾐﾐ C 東京都 サードダンススクール/mImI　dance ●

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

549 田中 雄大 ﾀﾅｶ ﾀｹﾋﾛ 小倉 さゆり ｵｸﾞﾗ ｻﾕﾘ A 千葉県 ● ●

540 長島 玄起 ﾅｶﾞｼﾏ ｹﾞﾝｷ 鈴木 英香 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞｺ B 神奈川県 タカマツダンススクール ●

318 中島 宗一 ﾅｶｼﾏ ﾑﾈｶｽﾞ 佐久間 久美子 ｻｸﾏ ｸﾐｺ B 愛知県 ●

619 羽村 康弘 ﾊﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ 中原 千景 ﾅｶﾊﾗ ﾁｶｹﾞ A 山口県 羽村ダンススクール ● ●

520 林 俊喬 ﾊﾔｼ ﾄｼﾀｶ 竹森 舞 ﾀｹﾓﾘ ﾏｲ A 東京都 千田修治ソシアルダンスカンパニー ●

128 林 俊徳 ﾊﾔｼ ﾄｼﾉﾘ 林 曜子 ﾊﾔｼ ﾖｳｺ B 東京都 ホールセントラル ●

645 平岡 雅司 ﾋﾗｵｶ ﾏｻｼ 藤本 亜弥 ﾌｼﾞﾓﾄ ｱﾔ C 千葉県 平岡ダンススクール ● ●



2月12日　ファストプレース東京

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 出身地 所属 東部日本 A級シニア B級 C級 D級 N級

647 保坂 直伸 ﾎｻｶ ﾅｵﾉﾌﾞ 保坂 佳奈 ﾎｻｶ ｶﾅ B 北海道 Social Dancing club TEAM ●

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

98 松下 吉志 ﾏﾂｼﾀ ﾖｼﾕｷ 千波 杏奈 ｾﾝﾊﾞ ｱﾝﾅ A 富山県 アマノダンスアカデミ- ●

407 三上 芳弘 ﾐｶﾐ ﾖｼﾋﾛ 小山 百合子 ｺﾔﾏ ﾕﾘｺ A 埼玉県 ダンススクールエメラルド ●

622 宮藤 広 ﾐﾔﾌｼﾞ ﾋﾛｼ 宮藤 裕子 ﾐﾔﾌｼﾞ ﾕｳｺ B 宮崎県 フタガワダンススクール ●

630 迎 孝 ﾑｶｴ ﾀｶｼ 永野 瑞穂 ﾅｶﾞﾉ ﾐｽﾞﾎ B 東京都 Star Road Dance Center ● ●

267 安井 建 ﾔｽｲ ｹﾝ 中川 洋子 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｳｺ B 東京都 ダンススタジオ ブルーム ●

635 山本 千博 ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾋﾛ 中山 絵里加 ﾅｶﾔﾏ ｴﾘｶ B 神奈川県 サード・ダンススクール ● ●



2月12日　ファストプレース東京

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 出身地 所属 東部日本 A級シニア B級 C級 D級 N級

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

643 小野寺 国市 ｵﾉﾃﾞﾗ ｸﾆｲﾁ 藤井 洋子 ﾌｼﾞｲ ﾖｳｺ D 神奈川県 KSCダンススタジオ/アマノダンスクラブ ● ●

5 片山 雄暉 ｶﾀﾔﾏ ﾕｳｷ 片山 法子 ｶﾀﾔﾏ ﾉﾘｺ A 東京都 片山ダンススクール ●

599 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 千葉県 市原ダンススクール/海老原ダンススクール ● ●

480 鋤柄 裕 ｽｷｶﾞﾗ　ﾋﾛｼ 水口 操 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾐｻｵ B 岩手県 WINGダンススクール ●

552 山崎 信男 ﾔﾏｻﾞｷ ﾉﾌﾞｵ 関口 玲子 ｾｷｸﾞﾁ ﾚｲｺ D 長野県 シノダソシアルダンス ● ●

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

646 高橋　正明 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｱｷ 高橋 ルミ ﾀｶﾊｼ ﾙﾐ 福島県 タカハシマサアキダンススクール ● ●



2月12日　ファストプレース東京

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 出身地 所属 東部日本 A級シニア B級 C級 D級 N級

627 伊藤 英裕 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾋﾛ 伊藤 美穂 ｲﾄｳ ﾐﾎ A 山形県 白幡ダンススクール ●

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

492 坂本 裕次 ｻｶﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 染谷 知子 ｿﾒﾔ ﾄﾓｺ C 東京都 　　　　 ● ●

553 杉山 勇 ｽｷﾞﾔﾏ ｲｻﾑ 杉山 美樹 ｽｷﾞﾔﾏ ﾐｷ A 千葉県 ダンスアート杉山 ●

595 瑞慶覧 長明 ｽﾞｹﾗﾝ ｵｻｱｷ 狩野 明日香 ｶﾉｳ ｱｽｶ A 沖縄県 タカハシトシアキダンススタジオ/タキガワダンススクール ●

605 鈴木 康友 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾄﾓ 鈴木 海美 ｽｽﾞｷ ｳﾐ A 静岡県 高円寺 毛塚ダンス教室 ●

344 武田 葵 ﾀｹﾀﾞ ｱｵｲ 坪井 みみ ﾂﾎﾞｲ ﾐﾐ B 東京都 サードダンススクール/mImI　dance ●

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

496 手塚 忍 ﾃﾂﾞｶ ｼﾉﾌﾞ 麗伽 ﾚｲｶ A 東京都 手塚ダンススタジオ/Healingart Dance Academy ●

17110197 西本 圭祐 ﾆｼﾓﾄ ｹｲｽｹ 重永 萌 ｼｹﾞﾅｶﾞ ﾒｸﾞﾐ C 大阪府 河内正人ダンススタジオ ● ●

619 羽村 康弘 ﾊﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ 中原 千景 ﾅｶﾊﾗ ﾁｶｹﾞ B 山口県 羽村ダンススクール ●

645 平岡 雅司 ﾋﾗｵｶ ﾏｻｼ 藤本 亜弥 ﾌｼﾞﾓﾄ ｱﾔ C 千葉県 平岡ダンススクール ● ●

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

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

633 亘 肇夫 ﾜﾀﾘ ﾄｼｵ 湯浅 奈緒子 ﾕｱｻ ﾅｵｺ C 神奈川県 ● ●

624 杵渕 浩 ｷﾈﾌﾞﾁ ﾋﾛｼ 田中 恵梨香 ﾀﾅｶ ｴﾘｶ D 群馬県 ダンススポーツ学園ウィーン ● ●


