
B-1３月２４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
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

A級東部
シニア40

B級 C級

13000035 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 ●

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 ●

13000088 丸山 昭夫 ﾏﾙﾔﾏ ｱｷｵ 武田 知子 ﾀｹﾀﾞ ﾄﾓｺ 東京都 B ●

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 ●

13000225 稲村 美一 ｲﾅﾑﾗ ﾖｼｶｽﾞ 菊池 辰子 ｷｸﾁ ﾀﾂｺ 神奈川県 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 ●

13000575 押田 恒由 ｵｼﾀﾞ ﾂﾈﾖｼ 田口 美知子 ﾀｸﾞﾁ ﾐﾁｺ 埼玉県 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 ●

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 ●

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 ●

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 ●

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 ●

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 ●

13000803 佐藤 節夫 ｻﾄｳ ｾﾂｵ 渡辺 清子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾖｺ 東京都 A ●

13000891 橋本 英雄 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾃﾞｵ 清水 靖子 ｼﾐｽﾞ ﾔｽｺ 東京都 B ●

13000983 福田 忠義 ﾌｸﾀﾞ ﾀﾀﾞﾖｼ 丸山 真弓 ﾏﾙﾔﾏ ﾏﾕﾐ 神奈川県 E ●

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 ●

13001073 羽野 忍 ﾊﾉ ｼﾉﾌﾞ 平野 京子 ﾋﾗﾉ ｷｮｳｺ 東京都 C ●

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 ●

13001197 長倉 正造 ﾅｶﾞｸﾗ ｼｮｳｿﾞｳ 沖 英子 ｵｷ ｴｲｺ 埼玉県 A ●

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 D ●

13001456 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 東京都 A ●

13001519 栗城 孝至 ｸﾘｷ ﾀｶｼ 北野 征子 ｷﾀﾉ ｾｲｺ 東京都 A ●

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 ●

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 ●

13001629 浦 佳彦 ｳﾗ ﾖｼﾋｺ 浦 昌子 ｳﾗ ﾏｻｺ 千葉県 B ●

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 ●

13001862 湯原 達也 ﾕﾊﾗ ﾀﾂﾔ 豊田 裕子 ﾄﾖﾀﾞ ﾕｳｺ 東京都 C ●



B-2３月２４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
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

A級東部
シニア40

B級 C級

13002169 高橋 清 ﾀｶﾊｼ ｷﾖｼ 菊池 秀子 ｷｸﾁ ﾋﾃﾞｺ 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 ●

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 ●

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 ●

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 ●

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 ●

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 ●

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 ●

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 ●

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 ●

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 ●

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 ●

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 ●

13003132 石坂 洋一郎
ｲｼｻﾞｶ ﾖｳｲﾁﾛ
ｳ

樋口 久美子 ﾋｸﾞﾁ ｸﾐｺ 東京都 C ●

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 ●

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 ●

13003139 鹿島 和彦 ｶｼﾞﾏ ｶｽﾞﾋｺ 由野 裕子 ﾖｼﾉ ﾋﾛｺ 埼玉県 B ●

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 ●

13003170 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 ●

13003227 石田 真一 ｲｼﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 小林 はま子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾏｺ 東京都 B ●

13003264 長野 充朋 ﾅｶﾞﾉ ﾐﾂﾄﾓ 守屋 文子 ﾓﾘﾔ ﾌﾐｺ 東京都 C ●

13003267 加賀美 利夫 ｶｶﾞﾐ ﾄｼｵ 竹原 恵理子 ﾀｹﾊﾗ ｴﾘｺ 東京都 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 ●

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 ●

13003356 安藤 真広 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾋﾛ 坪井 玲子 ﾂﾎﾞｲ ﾚｲｺ 千葉県 C ●

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

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 ●

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 ●



B-3３月２４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
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

A級東部
シニア40

B級 C級

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 ●

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 ●

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

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 ●

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 ●

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 ●

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 ●

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

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 ●



L-4
３月２４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
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

A級東部
シニア40

B級 C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 ●

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 ●

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 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 B ●

13001197 長倉 正造 ﾅｶﾞｸﾗ ｼｮｳｿﾞｳ 沖 英子 ｵｷ ｴｲｺ 埼玉県 A ●

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 ●

13002123 黒澤 達也 ｸﾛｻﾜ ﾀﾂﾔ 鈴木 ひとみ ｽｽﾞｷ ﾋﾄﾐ 茨城県 A ●

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 ●

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 ●

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 C ●

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 ●

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 ●

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

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




