
B-19月1５日　場所：グランドプリンスホテル新高輪　飛天

ＪＣＦ･ジュニア･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 ボールルーム

17000025 足立 拓海 ｱﾀﾞﾁ ﾀｸﾐ 木下 真代 ｷﾉｼﾀ ﾏﾖ ●

17000023 押切 雅易弥 ｵｼｷﾘ ｶﾞｲﾔ 押切 萌琉 ｵｼｷﾘ ﾒﾙ ●

17000031 木下 将希 ｷﾉｼﾀ ﾏｻｷ 小西 乙愛 ｺﾆｼ ﾒﾘｱ ●

17000030 小宮 康平 ｺﾐﾔ ｺｳﾍｲ 佐藤 叶望 ｻﾄｳ ｶﾉﾝ ●

17000032 佐藤 椎南 ｻﾄｳ ｼｲﾅ 馬 慶宇 ﾏ ｹｲｳ ●

17000034 鈴木 茜 ｽｽﾞｷ ｱｶﾈ 曹 慧娴 ｿｳ ｹｲｹﾞﾝ ●

17000027 高橋 海 ﾀｶﾊｼ ｶｲ 和田 享華 ﾜﾀﾞ ｷｮｳｶ ●

17000026 高橋 爽 ﾀｶﾊｼ ｿｳ 佐々木 亜実香 ｻｻｷ ｱﾐｶ ●

17000033 張 幸一 ﾁｮｳ ｺｳｲﾁ 前川 美桜 ﾏｴｶﾜ ﾐｵ ●

17000021 中尾 琴音 ﾅｶｵ ｺﾄﾈ 名塚 舞衣 ﾅﾂﾞｶ ﾏｲ ●

17000001 中村 エドワード 漸 ﾅｶﾑﾗ ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ ｾﾞﾝ 中村 エリザベス 永理 ﾅｶﾑﾗ ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ ｴﾘ ●

17000022 名塚 瑛太 ﾅﾂﾞｶ ｴｲﾀ 三上 真代 ﾐｶﾐ ﾏﾖﾘ ●

17000029 矢野 響大 ﾔﾉ ｷｮｳﾀ 黒嶋 ひなの ｸﾛｼﾏ ﾋﾅﾉ ●

17000024 吉岡 栄太 ﾖｼｵｶ ｴｲﾀ 竹内 杏奈 ﾀｹｳﾁ ｱﾝﾅ ●

17000019 吉野 喬胡 ﾖｼﾉ　ｷｮｳｺﾞ 齋藤 優菜 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾅ ●

17000028 渡邉 悠太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ 降旗 沙季 ﾌﾙﾊﾀ ｻｷ ●



L-2
9月1５日　場所：グランドプリンスホテル新高輪　飛天

ＪＣＦ･ジュニア･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 ラテン

17000025 足立 拓海 ｱﾀﾞﾁ ﾀｸﾐ 木下 真代 ｷﾉｼﾀ ﾏﾖ ●

17000023 押切 雅易弥 ｵｼｷﾘ ｶﾞｲﾔ 押切 萌琉 ｵｼｷﾘ ﾒﾙ ●

17000031 木下 将希 ｷﾉｼﾀ ﾏｻｷ 小西 乙愛 ｺﾆｼ ﾒﾘｱ ●

17000030 小宮 康平 ｺﾐﾔ ｺｳﾍｲ 佐藤 叶望 ｻﾄｳ ｶﾉﾝ ●

17000032 佐藤 椎南 ｻﾄｳ ｼｲﾅ 馬 慶宇 ﾏ ｹｲｳ ●

17000034 鈴木 茜 ｽｽﾞｷ ｱｶﾈ 曹 慧娴 ｿｳ ｹｲｹﾞﾝ ●

17000027 高橋 海 ﾀｶﾊｼ ｶｲ 和田 享華 ﾜﾀﾞ ｷｮｳｶ ●

17000026 高橋 爽 ﾀｶﾊｼ ｿｳ 佐々木 亜実香 ｻｻｷ ｱﾐｶ ●

17000033 張 幸一 ﾁｮｳ ｺｳｲﾁ 前川 美桜 ﾏｴｶﾜ ﾐｵ ●

17000021 中尾 琴音 ﾅｶｵ ｺﾄﾈ 名塚 舞衣 ﾅﾂﾞｶ ﾏｲ ●

17000001 中村 エドワード 漸 ﾅｶﾑﾗ ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ ｾﾞﾝ 中村 エリザベス 永理 ﾅｶﾑﾗ ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ ｴﾘ ●

17000022 名塚 瑛太 ﾅﾂﾞｶ ｴｲﾀ 三上 真代 ﾐｶﾐ ﾏﾖﾘ ●

17000036 前川 遙翔 ﾏｴｶﾜ ﾊﾙﾄ 陳 宥伊 ﾁﾝ ﾕｲ ●

17000029 矢野 響大 ﾔﾉ ｷｮｳﾀ 黒嶋 ひなの ｸﾛｼﾏ ﾋﾅﾉ ●

17000024 吉岡 栄太 ﾖｼｵｶ ｴｲﾀ 竹内 杏奈 ﾀｹｳﾁ ｱﾝﾅ ●

17000019 吉野 喬胡 ﾖｼﾉ　ｷｮｳｺﾞ 齋藤 優菜 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾅ ●

17000035 李 明欣 ﾘ ｻﾔｶ 梁 永晴 ﾘｮｳ ｴｲﾊﾚ ●

17000028 渡邉 悠太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ 降旗 沙季 ﾌﾙﾊﾀ ｻｷ ●


