
B-1３月１０日　場所：新高輪プリンスホテル　飛天

ＪＣＦ･ユニバーサルグランプリボールルーム選手権

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 チャコット杯 シニア

13003789 安部 邦斗 ｱﾍﾞ　ｸﾆﾄ 安部 美咲 ｱﾍﾞ　ﾐｻｷ 千葉県 A ●

19000026 綾野 晃志郎 ｱﾔﾉ ｺｳｼﾛｳ 長澤 穂乃花 ﾅｶﾞｻﾜ ﾎﾉｶ 東京都 ●

19000005 綾野 昌史 ｱﾔﾉ ﾏｻｼ 平山 成子 ﾋﾗﾔﾏ ｼｹﾞｺ ●

13003773 新井 奨平 ｱﾗｲ ｼｮｳﾍｲ 穂高 早紀 ﾎﾀｶ ｻｷ 埼玉県 B ●

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

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 ●

19000029 石井 雅章 ｲｼｲ ﾏｻｱｷ 大渕 裕子 ｵｵﾌﾞﾁ ﾕｳｺ ●

13003086 板谷 裕志 ｲﾀﾔ ﾋﾛｼ 鳥居 智重子 ﾄﾘｲ ﾁｴｺ 東京都 A ●

19000027 稲葉 太一 ｲﾅﾊﾞ ﾀｲﾁ 小口 沙里奈 ｺｸﾞﾁ ｻﾘﾅ 神奈川県 ●

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 ●

19000022 海老原 竜太 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾘｭｳﾀ 遊佐 美優子 ﾕｻ ﾐﾕｺ ●

13003228 大久保 奮彌 ｵｵｸﾎﾞ ﾀﾂﾋﾛ 大久保 典子 ｵｵｸﾎﾞ ﾉﾘｺ 千葉県 A ●

13003740 太田 雄三 ｵｵﾀ ﾕｳｿﾞｳ 田沢 千鶴子 ﾀｻﾞﾜ ﾁｽﾞｺ 埼玉県 A ●

13003805 岡野 次男 ｵｶﾉ ﾂｷﾞｵ 本村 優子 ﾓﾄﾑﾗ ﾏｻｺ 埼玉県 B ●

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 ●

13003815 小國 貴信 ｵｸﾞﾆ ﾀｶﾉﾌﾞ 和田 奈那美 ﾜﾀﾞ ﾅﾅﾐ 神奈川県 A ●

13001205 小俣 徳夫 ｵﾏﾀ ﾄｸｵ 川島 杏奈 ｶﾜｼﾏ ｱﾝﾅ 神奈川県 A ●

14000001 加藤 修久 ｶﾄｳ ﾅｵﾋｻ 加藤 裕子 ｶﾄｳ ﾕｳｺ 大阪府 ● ●

13000720 加藤 正義 ｶﾄｳ ﾏｻﾖｼ 黒田 史子 ｸﾛﾀﾞ ﾌﾐｺ 神奈川県 B ●

13001015 加藤 勝 ｶﾄｳ ﾏｻﾙ 加藤 光子 ｶﾄｳ ﾐﾂｺ 東京都 A ●

13003513 川島 秀明 ｶﾜｼﾏ ﾋﾃﾞｱｷ 川島 美紀 ｶﾜｼﾏ ﾐｷ 千葉県 A ●

13003597 川又 泰 ｶﾜﾏﾀ ﾔｽｼ 川又 幸子 ｶﾜﾏﾀ ｻﾁｺ 東京都 A ●

19000018 神原 大青 ｶﾝﾊﾞﾗ ﾀｲｾｲ 宮崎 莉子 ﾐﾔｻﾞｷ ﾘｺ ●

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



B-2３月１０日　場所：新高輪プリンスホテル　飛天

ＪＣＦ･ユニバーサルグランプリボールルーム選手権

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 チャコット杯 シニア

19000025 木村 康平 ｷﾑﾗ ｺｳﾍｲ 江藤 杏奈 ｴﾄｳ ｱﾝﾅ ●

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 ● ●

13003210 工藤 哲夫 ｸﾄﾞｳ ﾃﾂｵ 佐藤 直子 ｻﾄｳ ﾅｵｺ 東京都 A ●

13000287 倉持 和司 ｸﾗﾓﾁ ｶｽﾞｼ 大橋 憲子 ｵｵﾊｼ ﾉﾘｺ 神奈川県 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 ●

13002298 越谷 成一 ｺｼｶﾞﾔ ｾｲｲﾁ 土信田 由紀子 ﾄｼﾀﾞ ﾕｷｺ 神奈川県 C ●

13001770 後藤 孝広 ｺﾞﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 後藤 逸子 ｺﾞﾄｳ ｲﾂｺ 埼玉県 A ●

13001810 小山 正治 ｺﾔﾏ ﾏｻｼﾞ 小山 涼子 ｺﾔﾏ ﾘｮｳｺ 東京都 A ●

19000011 近藤 純 ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝ 神成 真央 ｼﾝｼﾞｮｳ ﾏｵ ●

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 B ●

19000030 佐藤 利哉 ｻﾄｳ ﾄｼﾔ 庄子 杏理 ｼｮｳｼﾞ ｱﾝﾘ 神奈川県 ●

19000016 佐藤 祐馬 ｻﾄｳ ﾕｳﾏ 久保田 理沙 ｸﾎﾞﾀ ﾘｻ 大阪府 ●

13000258 佐藤 林平 ｻﾄｳ ﾘﾝﾍﾟｲ 玉村 貴美子 ﾀﾏﾑﾗ ｷﾐｺ 埼玉県 A ●

13003177 真田 芳行 ｻﾅﾀﾞ ﾖｼﾕｷ 吉澤 みよ子 ﾖｼｻﾞﾜ ﾐﾖｺ 千葉県 A ●

19000006 澤井 拓 ｻﾜｲ ﾀｸ 堀江 聖佳 ﾎﾘｴ ｷﾖｶ ●

13003120 繁田 徹 ｼｹﾞﾀ ﾄｵﾙ 岩渕 由美子 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾕﾐｺ 千葉県 A ●

13003649 重永 俊彦 ｼｹﾞﾅｶﾞ ﾄｼﾋｺ 重永 邦子 ｼｹﾞﾅｶﾞ ｸﾆｺ 東京都 A ●

13002558 志澤 博満 ｼｻﾞﾜ ﾋﾛﾐﾂ 竹内 裕子 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｺ 神奈川県 D ●

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 ●

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 ● ●

13001886 庄子 正 ｼｮｳｼﾞ ﾀﾀﾞｼ 庄子 姫子 ｼｮｳｼﾞ ﾋﾒｺ 東京都 B ● ●

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 ●

13002237 関 俊夫 ｾｷ ﾄｼｵ 鈴木 省子 ｽｽﾞｷ ｾｲｺ 東京都 A ●



B-3３月１０日　場所：新高輪プリンスホテル　飛天

ＪＣＦ･ユニバーサルグランプリボールルーム選手権

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 チャコット杯 シニア

13001098 瀬田 裕和 ｾﾀ ﾋﾛｶｽﾞ 南井 悦子 ﾐﾅﾐｲ ｴﾂｺ 東京都 A ●

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

19000014 高原 範之 ﾀｶﾊﾗ ﾉﾘﾕｷ 岩崎 有紗 ｲﾜｻｷ ｱﾘｻ 東京都 ●

13002497 田玉 仁 ﾀﾀﾞﾏ ﾋﾄｼ 田玉 公子 ﾀﾀﾞﾏ ｷﾐｺ 東京都 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 ●

13003589 手塚 太久 ﾃﾂﾞｶ ﾀｸ 山口 紗恵 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻｴ 東京都 B ●

19000017 中井 悠登 ﾅｶｲ ﾕｳﾄ 嘉根 千紘 ｶﾈ ﾁﾋﾛ ●

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 ●

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 A ●

13002830 中村 晴弘 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙﾋﾛ 小西 晴子 ｺﾆｼ ﾊﾙｺ 埼玉県 A ●

19000028 林 知樹 ﾊﾔｼ ﾄﾓｷ 澄川 杏梨 ｽﾐｶﾜ ｱﾝﾘ 神奈川県 ●

13000014 福原 芳昭 ﾌｸﾊﾗ ﾖｼｱｷ 菊地 恵美子 ｷｸﾁ ｴﾐｺ 神奈川県 A ●

19000019 藤田 和大 ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 繁田 真理子 ﾊﾝﾀﾞ ﾏﾘｺ ●

12000001 三上 等 ﾐｶﾐ ﾋﾄｼ 出町 敬子 ﾃﾞﾏﾁ ｹｲｺ 青森県 ●

13000773 三木 雅夫 ﾐｷ ﾏｻｵ 三木 由紀子 ﾐｷ ﾕｷｺ 東京都 A ●

13000620 南舘 盛雄 ﾐﾅﾐﾀﾞﾃ ﾓﾘｵ 金野 有希子 ｺﾝﾉ ﾕｷｺ 宮城県 B ●

13001138 武藤 志郎 ﾑﾄｳ ｼﾛｳ 菊田 玲子 ｷｸﾀ ﾚｲｺ 神奈川県 A ● ●

13003818 森下 慧 ﾓﾘｼﾀ ｻﾄｼ 中山 絵里加 ﾅｶﾔﾏ ｴﾘｶ 東京都 B ●

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 ●

13001476 山中 孝 ﾔﾏﾅｶ ﾀｶｼ 鈴木 玉緒 ｽｽﾞｷ ﾀﾏｵ 埼玉県 A ●

19000032 吉川 恵太 ﾖｼｶﾜ ｹｲﾀ 佐藤 真莉 ｻﾄｳ ﾏﾘ ●

13000591 吉川 敏雄 ﾖｼｶﾜ ﾄｼｵ 吉川 明子 ﾖｼｶﾜ ｱｷｺ 東京都 A ●

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 ●

11000001 吉野 皓亮 ﾖｼﾉ ｺｳｽｹ 軍司 遥香 ｸﾞﾝｼﾞ ﾊﾙｶ 北海道 B ●



B-4３月１０日　場所：新高輪プリンスホテル　飛天

ＪＣＦ･ユニバーサルグランプリボールルーム選手権

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 チャコット杯 シニア

13000657 渡辺 清貴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾖﾀｶ 和田 明子 ﾜﾀﾞ ｱｷｺ 東京都 A ●



L-5３月１０日　場所：新高輪プリンスホテル　飛天

ＪＣＦ･ユニバーサルグランプリラテン選手権
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 チャコット杯 シニア

13003156 浅沼 香 ｱｻﾇﾏ ｶｵﾙ 徳永 幸子 ﾄｸﾅｶﾞ ｻﾁｺ 埼玉県 A ●

13003789 安部 邦斗 ｱﾍﾞ　ｸﾆﾄ 安部 美咲 ｱﾍﾞ　ﾐｻｷ 千葉県 A ●

13002737 飯田 大和 ｲｲﾀﾞ ﾔﾏﾄ 渡邊 慧子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｺ 埼玉県 A ●

13002654 石塚 文夫 ｲｼﾂﾞｶ ﾌﾐｵ 富田 邦子 ﾄﾐﾀ ｸﾆｺ 埼玉県 A ●

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 ●

19000022 海老原 竜太 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾘｭｳﾀ 遊佐 美優子 ﾕｻ ﾐﾕｺ ●

13003711 押川 慧悟 ｵｼｶﾜ ｹｲｺﾞ 和田 知世 ﾜﾀﾞ ﾄﾓﾖ 神奈川県 ●

19000015 河西 大介 ｶｻｲ ﾀﾞｲｽｹ 仲條 友梨 ﾅｶｼﾞｮｳ ﾕﾘ 東京都 ●

13001015 加藤 勝 ｶﾄｳ ﾏｻﾙ 加藤 光子 ｶﾄｳ ﾐﾂｺ 東京都 C ●

19000023 金谷 暁 ｶﾅﾔ ｻﾄﾙ 西岡 里紗 ﾆｵｶ ﾘｶ ●

19000020 上浦 光太郎 ｶﾐｳﾗ ｺｳﾀﾛｳ 伊瀬 祐貴子 ｲｾ ﾕｷｺ ●

13003513 川島 秀明 ｶﾜｼﾏ ﾋﾃﾞｱｷ 川島 美紀 ｶﾜｼﾏ ﾐｷ 千葉県 B ●

13003597 川又 泰 ｶﾜﾏﾀ ﾔｽｼ 川又 幸子 ｶﾜﾏﾀ ｻﾁｺ 東京都 B ●

19000031 倉岡 貴之 ｸﾗｵｶ ﾀｶﾕｷ 白石 志緒 ｼﾗｲｼ ｼｵﾘ ●

13000731 小堀 正道 ｺﾎﾞﾘ ﾏｻﾐﾁ 佐俣 幸子 ｻﾏﾀ ｻﾁｺ 埼玉県 A ●

13003118 齋藤 良夫 ｻｲﾄｳ ﾖｼｵ 守尾 佐智子 ﾓﾘｵ ｻﾁｺ 東京都 A ●

13003011 佐久間 美津男 ｻｸﾏ ﾐﾂｵ 佐久間 寿美恵 ｻｸﾏ ｽﾐｴ 東京都 A ●

19000004 佐々木 宏光 ｻｻｷ ﾋﾛﾐﾂ 小林 まなみ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾐ 東京都 ●

13003209 佐藤 弘美 ｻﾄｳ ﾋﾛﾐ 佐藤 睦美 ｻﾄｳ ﾑﾂﾐ 神奈川県 A ●

19000012 佐藤 崚 ｻﾄｳ ﾘｮｳ 本田 和香菜 ﾎﾝﾀﾞ ﾜｶﾅ ●

13003120 繁田 徹 ｼｹﾞﾀ ﾄｵﾙ 岩渕 由美子 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾕﾐｺ 千葉県 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 ●

13003814 龍見 幸一 ﾀﾂﾐ ｺｳｲﾁ 渋川 理恵 ｼﾌﾞｶﾜ ﾘｴ 東京都 D ●

19000008 田中 秀樹 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｷ 荻野 晴果 ｵｷﾞﾉ ﾊﾙｶ ●



L-6３月１０日　場所：新高輪プリンスホテル　飛天

ＪＣＦ･ユニバーサルグランプリラテン選手権
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 チャコット杯 シニア

19000013 丹澤 彰人 ﾀﾝｻﾞﾜ ｱｷﾋﾄ 佐原 由季乃 ｻﾊﾗ ﾕｷﾉ 東京都 ●

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 ●

19000009 永峯 来夢 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾗｲﾑ 伊藤 千華 ｲﾄｳ ﾁｶ ●

19000010 眞柄 孝基 ﾏｶﾞﾗ ﾓﾄｷ 市瀬 明日香 ｲﾁﾉｾ ｱｽｶ ●

19000021 丸尾 順哉 ﾏﾙｵ ｼﾞｭﾝﾔ 松本 梨沙 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｻ ●

12000001 三上 等 ﾐｶﾐ ﾋﾄｼ 出町 敬子 ﾃﾞﾏﾁ ｹｲｺ 青森県 ●

13000620 南舘 盛雄 ﾐﾅﾐﾀﾞﾃ ﾓﾘｵ 金野 有希子 ｺﾝﾉ ﾕｷｺ 宮城県 B ●

19000007 宮本 昇輝 ﾐﾔﾓﾄ ｼｮｳｷ 佐藤 美樹 ｻﾄｳ ﾐｷ ●

11000001 吉野 皓亮 ﾖｼﾉ ｺｳｽｹ 軍司 遥香 ｸﾞﾝｼﾞ ﾊﾙｶ 北海道 B ●


