
3月24日　ファーストプレイス東京

統一全日本ショーダンス選手権大会　ボールルーム

リーダー氏名 フリガナ パートナー氏名 フリガナ BR級 所属

石原 正敏 ｲｼﾊﾗ ﾏｻﾄｼ 横山 晴巳 ﾖｺﾔﾏ ﾊﾙﾐ A サード・ダンススクール&STAR ROAD DANCE CENTER JCF

浅村 慎太郎
ｱｻﾑﾗ ｼﾝﾀﾛ
ｳ

遠山 恵美 ﾄｵﾔﾏ ｴﾐ ＳA ASAMURA Dance Produce JBDF

佐藤 純平 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 亀山 聡美 ｶﾒﾔﾏ ｻﾄﾐ A 篠田忠ダンスカレッジ/檜山ダンススクール JBDF

福田 裕一 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｲﾁ エリザベス グレイ ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ ｸﾞﾚｲ A 篠田忠ダンスカレッジ/小笠原ダンススクール JBDF

若代 槇 ﾜｶｼﾛ ｼﾝ 辰巳 友莉亜 ﾀﾂﾐ ﾕﾘｱ A エムズ・ダンスアカデミー JBDF



3月24日　ファーストプレイス東京

統一全日本ショーダンス選手権大会　ラテン

リーダー氏名 フリガナ パートナー氏名 フリガナ L級 所属

歩浜 敏夫 ｶﾁﾊﾏ ﾄｼｵ 松浦 のぞみ ﾏﾂｳﾗ ﾉｿﾞﾐ A ケヅカテツオダンスアカデミー JCF

増田 大介 ﾏｽﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 塚田 真美 ﾂｶﾀﾞ ﾏﾐ ＳＡ 増田ダンスアカデミー JBDF

村田 雄基 ﾑﾗﾀ ﾕｳｷ 麻里亜 ﾏﾘｱ A Y&M DANCE LAB. JDC

大坂 宜史 ｵｵｻｶ ﾀｶﾌﾐ 佐々木 由季子 ｻｻｷ ﾕｷｺ A TOYS DANCE PLACE JCF

竹内 大夢 ﾀｹｳﾁ ﾋﾛﾑ 中島 由貴 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｷ A クワバラダンススクール JBDF

松岡 佑紀 ﾏﾂｵｶ ﾕｳｷ 齊藤 ひかる ｻｲﾄｳ ﾋｶﾙ A MATSUOKA DANCE PRODUCTION JDC



3月24日　ファーストプレイス東京

NDCJカップ選手権大会 ボールルーム

リーダー氏名 フリガナ パートナー氏名 フリガナ 級 所属

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

朝増 拓哉 ﾁｮｳｿｳ ﾀｸﾔ 中川 千秋 ﾅｶｶﾞﾜ ﾁｱｷ A スズキイチロー・ダンスアカデミー JCF

宮川 祐也 ﾐﾔｶﾜ ﾕｳﾔ 秋元 奈美 ｱｷﾓﾄ ﾅﾐ A チャオダンススタジオ/ウチノダンススタジオ JCF

三上 和久 ﾐｶﾐ ｶｽﾞﾋｻ 川又 千佳 ｶﾜﾏﾀ ﾁｶ A サード・ダンススクール JCF

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

山本 千博 ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾋﾛ 大吉 優華 ｵｵﾖｼ ﾕｳｶ C サード・ダンススクール JCF

蛭田 康平 ﾋﾙﾀ ｺｳﾍｲ 山本 菜緒 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵ A 助川ダンス教室 JCF

保坂 直伸 ﾎｻｶ ﾅｵﾉﾌﾞ 保坂 佳奈 ﾎｻｶ ｶﾅ A SOCIAL DANCING CLUB TEAM JCF

松本 正人 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾄ 横山 かおり ﾖｺﾔﾏ ｶｵﾘ A 横浜桝岡ダンス教室 JBDF

本多 龍士 ﾎﾝﾀﾞ ﾘｮｳｼﾞ 戎野 紗与 ｴﾋﾞｽﾉ ｻﾖ A 檜山ダンススクール/柳田ダンススクール JBDF

田松 周一郎 ﾀﾏﾂ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 花盛 香織 ﾊﾅﾓﾘ ｶｵﾘ A 田松ダンススタジオ JBDF

岡 政宏 ｵｶ ﾏｻﾋﾛ 佐々木 海帆 ｻｻｷ ﾐﾎ B ファミリアダンススポーツクラブ JBDF

岡田 拓磨 ｵｶﾀﾞ ﾀｸﾏ 工藤 桃子 ｸﾄﾞｳ ﾓﾓｺ B 嶺岸ソシアルダンスカンパニー JBDF

景山 雄紀 ｶｹﾞﾔﾏ ﾕｳｷ 宮原 恵那 ﾐﾔﾊﾗ ｴﾅ B カワハラ・ダンススタジオ JBDF

花田 諭 ﾊﾅﾀﾞ ｻﾄｼ 花田 みずほ ﾊﾅﾀﾞ ﾐｽﾞﾎ A シライシダンススタジオ JDC

西尾 浩一 ﾆｼｵ ｺｳｲﾁ 下田 藍 ｼﾓﾀﾞ ｱｲ A 武田ダンススクール JDC

斉藤 達哉 ｻｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 八木 恵里香 ﾔｷﾞ ｴﾘｶ A 武田ダンススクール JDC

田中 孝康 ﾀﾅｶ ﾉﾘﾔｽ 加藤 美智子 ｶﾄｳ ﾐﾁｺ A チョイスダンススタジオ JDC

寺門 駿 ﾃﾗｶﾄﾞ ｼｭﾝ 佐々木 彩香 ｻｻｷ ｱﾔｶ A ダンスアーツ東京 JDC

阿野 翔太 ｱﾉ ｼｮｳﾀ 髙橋 美樹 ﾀｶﾊｼ ﾐｷ D J DANCERS LABO JDC

浜崎 裕章 ﾊﾏｻｷ ﾋﾛﾌﾐ 伊東 夕奈 ｲﾄｳ ﾕｳﾅ D チョイスダンススタジオ JDC

太田 雅士 ｵｵﾀ ﾏｻｼ 川澄 清香 ｶﾜｽﾐ ｻﾔｶ A ニシダダンススタジオ JDC



3月24日　ファーストプレイス東京

NDCJカップ選手権大会 ラテン

リーダー氏名 フリガナ パートナー氏名 フリガナ 級 所属

加藤 義人 ｶﾄｳ ﾖｼﾋﾄ 小林 維斗 ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾄ A 二ﾂ森亨ダンスアカデミー JCF

木本 慎吾 ｷﾓﾄ ｼﾝｺﾞ 齊藤 綾華 ｻｲﾄｳ ｱﾔｶ A ダンスカレッジ木本 JCF

山﨑 博道 ﾔﾏｻｷ ﾋﾛﾐﾁ 輿石 美穂 ｺｼｲｼ ﾐﾎ A チョイスダンススタジオ JBDF

中川 智宏 ﾅｶｶﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 毛利 桃子 ﾓｳﾘ ﾓﾓｺ A 早川午朗ダンススクール JDC

長谷川 裕紀 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛﾉﾘ 綿引 ゆり杏 ﾜﾀﾋﾞｷ ﾕﾘｱ A ダンススタジオコガ JDC

箱田 翔次郎 ﾊｺﾀﾞ ｼｮｳｼﾞﾛｳ田原 麻吏可 ﾀﾊﾗ ﾏﾘｶ A 日暮里ニシダダンススクール JDC

井上 拓也 ｲﾉｳｴ ﾀｸﾔ 浅場 春佳 ｱｻﾊﾞ ﾊﾙｶ D ダンススタジオ・オカザキ JDC

吉田 隆三 ﾖｼﾀﾞ ﾘｭｳｿﾞｳ 川上 陽子 ｶﾜｶﾐ ﾖｳｺ A ナゴヤダンスアカデミー JDC

金谷 仁 ｶﾅﾔ ｼﾞﾝ 川﨑 智予 ｶﾜｻｷ ﾄﾓﾖ A ダンスカンパニーオノエ JDC

杉田 定裕 ｽｷﾞﾀ ｻﾀﾞﾋﾛ 星野 春菜 ﾎｼﾉ ﾊﾙﾅ A ダンススタジオ杉田 JDC




