
B-1５月５日　場所：ザ・プリンスタワー東京

ＪＣＦ･アマチュア･ボールルーム競技会
リーダー氏名 フリガナ パートナー氏名 フリガナ 級 オープン シニア ジュニア ジュブナイル

足立 拓海 アダチ タクミ 木下 真代 キノシタ マヨ ●

安部 邦斗 アベ クニト 安部 美咲 アベ ミサキ ●

阿部 優翔 アベ ユウト 倉野 友花 クラノ トモカ ●

石井 健晴 イシイ ケンセイ 野村 天音 ノムラ アマネ ●

石垣 和宏 イシガキ カズヒロ 三喜 穂菜美 ミキ ホナミ ●

今枝 義昌 イマエダ ヨシマサ 今枝 安芸子 イマエダ アキコ A ●

岩崎 将之
イワサキ マサユ
キ

中山 絵里加 ナカヤマ エリカ A ●

岩本 美和 イワモト ミワ 及川 心花 オイカワ ココナ ●

大熊 和幸 オオクマ カズユキ 吉田 詩子 ヨシダ ウタコ ●

太田 重人 オオタ シゲト 土屋 礼子 ツチヤ レイコ B ●

大羽 諒 オオバ マコト 山本 怜奈 ヤマモト レイナ ●

岡田 悠希 オカダ ユウキ 馬谷 真利亜 ウマタニ マリア ●

加地 渉 カチ ワタル 今橋 紗希 イマハシ サキ A ●

加藤 正義 カトウ マサヨシ 黒田 史子 クロダ フミコ B ●

上岡 裕人 カミオカ ユウト 笹澤 凜 ササザワ リン ●

菊地 健男 キクチ タケオ 河内 登志子 カワチ トシコ A ● ●

木下 将希 キノシタ マサキ 小西 乙愛 コニシ メリア ● ●

清田 菜々羽 キヨタ ナナハ 兼池 優芽 カネイケ ユメ ●

熊谷 光晃 クマガイ ミツアキ 粕尾 明日香 カスオ アスカ ●

黒嶋 将聖 クロシマ ユキトシ 上野 優奈 ウエノ ユウナ ●

小﨑 実怜 コザキ ミレイ 操 愛美 ミサオ マナミ ●

小島 獅桐 コジマ シトウ 安原 ゆめる ヤスハラ ユメル ●

小宮 康平 コミヤ コウヘイ 佐藤 叶望 サトウ カノン ●

斉藤 有音 サイトウ アルト 石川 心愛 イシカワ ココア ●

齋藤 実 サイトウ ミノル 齋藤 千枝子 サイトウ チエコ A ●

境野 愛海 サカイノ アイミ 荻野 春見 オギノ ハルミ ●

坂口 仁 サカグチ ジン 坂口 琥百合 サカグチ コユリ ●

櫻井 菜乃花 サクライ ナノカ 横田 沙弥佳 ヨコタ サヤカ ●

佐藤 祐馬 サトウ ユウマ 久保田 理沙 クボタ リサ ●

佐野 守 サノ マモル 宮崎 洋子 ミヤザキ ヨウコ B ●



B-2５月５日　場所：ザ・プリンスタワー東京

ＪＣＦ･アマチュア･ボールルーム競技会
リーダー氏名 フリガナ パートナー氏名 フリガナ 級 オープン シニア ジュニア ジュブナイル

繁田 徹 シゲタ トオル 繁田 江里 シゲタ エリ A ●

志澤 博満 シザワ ヒロミツ 竹内 裕子 タケウチ ユウコ ●

杉本 結衣佳 スギモト ユイカ 望月 綾音 モチヅキ アヤネ ●

大東 哲平 ダイトウ テッペイ 大東 にに ダイトウ ニニ C ●

高砂 和永 タカサゴ ワト 高砂 和凜花 タカサゴ ヨリカ ●

高橋 海 タカハシ カイ 和田 享華 ワダ キョウカ ●

高橋 爽 タカハシ ソウ 佐々木 亜実香 ササキ アミカ ●

高橋 直人 タカハシ ナオト 白樫 礼子 シラカシ レイコ ●

田嶋 優太 タジマ ユウタ 柴田 莉奈 シバタ リナ ●

伊達 広一 ダテ ヒロカズ 日比谷 光子 ヒビヤ ミツコ A ●

中尾 琴音 ナカオ コトネ 名塚 舞衣 ナヅカ マイ ●

中村 エドワード漸
ナカムラ エドワー
ドゼン

中村 エリザベス永理
ナカムラ エリザ
ベスエリ

●

名塚 瑛太 ナヅカ エイタ 三上 真代 ミカミ マヨリ ●

西村 花蓮 ニシムラ カレン 森行 紗弥 モリユキ サヤ ●

畠山 藍匠
ハタケヤマ アイ
ショウ

畠山 桂綸
ハタケヤマ カリ
ン

●

林 哲司 ハヤシ テツシ 林 美代子 ハヤシ ミヨコ ●

林 宗親 ハヤシ ムネチカ 石坂 幸穂 イシザカ サチホ ●

藤田 和大 フジタ カズヒロ 繁田 真理子 ハンダ マリコ ●

藤森 春樹 フジモリ ハルキ 金山 咲月 カナヤマ サツキ ●

ホワイトン 謙心 ホワイトン ケンシンホワイトン 夏奈実 ホワイトン カナミ ●

前田 捷年 マエダ カツトシ 前田 紀子 マエダ ノリコ A ●

松村 健樹 マツムラ タケキ 松村 栄子 マツムラ エイコ ●

本吉 天星 モトヨシ テンセイ 松本 真宝 マツモト マホ ●

森島 悠 モリシマ ユウ 杉﨑 菜乃 スギザキ ナノ ●

矢野 響大 ヤノ キョウタ 黒嶋 ひなの クロシマ ヒナノ ●

山村 燈真 ヤマムラ  トウマ 山村 初香 ヤマムラ  ウイカ ●

山本 晴華 ヤマモト ハルカ 橋本 沙那 ハシモト サナ ●

横尾 友葉 ヨコオ トモハ 石井 愛嘉 イシイ マナカ ●

吉岡 栄太 ヨシオカ エイタ 竹内 杏奈 タケウチ アンナ ●

吉岡 裕太 ヨシオカ ユウタ 吉村 城音 ヨシムラ シロネ ●



B-3５月５日　場所：ザ・プリンスタワー東京

ＪＣＦ･アマチュア･ボールルーム競技会
リーダー氏名 フリガナ パートナー氏名 フリガナ 級 オープン シニア ジュニア ジュブナイル

吉川 敏雄 ヨシカワ トシオ 吉川 明子 ヨシカワ アキコ A ●

脇田 真周 ワキタ マシュウ 矢野 朱音 ヤノ アカネ ●

渡邊 悠太 ワタナベ ユウタ 降旗 沙季 フルハタ サキ ●



L-4
５月５日　場所：ザ・プリンスタワー東京

ＪＣＦ･アマチュア･ラテン競技会
リーダー氏名 フリガナ パートナー氏名 フリガナ 級 オープン ジュニア ジュブナイル

足立 拓海 アダチ タクミ 木下 真代 キノシタ マヨ ●

阿部 優翔 アベ ユウト 倉野 友花 クラノ トモカ ●

飯田 大和 イイダ ヤマト 渡邊 慧子 ワタナベ ケイコ A ●

石井 健晴 イシイ ケンセイ 浅野 凜 アサノ リン ●

石井 セレステ イシイ セレステ 石井 アンジェリーナ
イシイ アンジェリー
ナ

●

岩本 美和 イワモト ミワ 尾花 楓 オバナ カエデ ●

IVAN SAPLIN-
SILANOVITSKI
Y

イワン サープリン＝シラノ
ヴィーツキー

ALEXANDRA SAPLINA-
SILANOVITSKAYA

アレクサンドラ サープリ
ナ＝シラノヴィーツカヤ ●

大羽 諒 オオバ マコト 山本 怜奈 ヤマモト レイナ ●

岡田 悠希 オカダ ユウキ 馬谷 真利亜 ウマタニ マリア ● ●

押川 慧悟 オシカワ ケイゴ 和田 知世 ワダ トモヨ ●

上岡 裕人 カミオカ ユウト 笹澤 凜 ササザワ リン ●

木下 将希 キノシタ マサキ 小西 乙愛 コニシ メリア ●

清田 菜々羽 キヨタ ナナハ 兼池 優芽 カネイケ ユメ ●

黒嶋 将聖 クロシマ ユキトシ 上野 優奈 ウエノ ユウナ ●

小﨑 実怜 コザキ ミレイ 操 愛美 ミサオ マナミ ●

小島 獅桐 コジマ シトウ 鈴木 未来 スズキ ミライ ● ●

小宮 康平 コミヤ コウヘイ 佐藤 叶望 サトウ カノン ●

斉藤 有音 サイトウ アルト 石川 心愛 イシカワ ココア ●

境野 愛海 サカイノ アイミ 荻野 春見 オギノ ハルミ ●

坂口 仁 サカグチ ジン 坂口 琥百合 サカグチ コユリ ●

櫻井 菜乃花 サクライ ナノカ 横田 沙弥佳 ヨコタ サヤカ ●

下川 晃平 シモカワ コウヘイ 宍戸 奈央 シシド ナオ ●

杉本 結衣佳 スギモト ユイカ 望月 綾音 モチヅキ アヤネ ●

高砂 和永 タカサゴ ワト 高砂 和凜花 タカサゴ ヨリカ ●

高橋 海 タカハシ カイ 和田 享華 ワダ キョウカ ● ●

高橋 爽 タカハシ ソウ 佐々木 亜実香 ササキ アミカ ●

田嶋 優太 タジマ ユウタ 柴田 莉奈 シバタ リナ ●



L-5
５月５日　場所：ザ・プリンスタワー東京

ＪＣＦ･アマチュア･ラテン競技会
リーダー氏名 フリガナ パートナー氏名 フリガナ 級 オープン ジュニア ジュブナイル

張 幸一 チョウ コウイチ 前川 美櫻 マエカワ ミオ ●

中尾 琴音 ナカオ コトネ 名塚 舞衣 ナヅカ マイ ●

永島 啓矢 ナガシマ ケイヤ 宮崎 佑希 ミヤザキ ユキ ●

中村 エドワード漸
ナカムラ エドワードゼ
ン

中村 エリザベス永理
ナカムラ エリザベス
エリ

●

名塚 瑛太 ナヅカ エイタ 三上 真代 ミカミ マヨリ ●

西村 花蓮 ニシムラ カレン 森行 紗弥 モリユキ サヤ ●

畠山 藍匠 ハタケヤマ アイショウ 畠山 桂綸 ハタケヤマ カリン ●

ホワイトン 謙心 ホワイトン ケンシン ホワイトン 夏奈実 ホワイトン カナミ ●

本間 奈月 ホンマ ナツキ 宋 欣樺 ソウ キンカ ●

本吉 天星 モトヨシ テンセイ 松本 真宝 マツモト マホ ●

森島 悠 モリシマ ユウ 杉﨑 菜乃 スギザキ ナノ ●

矢野 響大 ヤノ キョウタ 黒嶋 ひなの クロシマ ヒナノ ●

山村 燈真 ヤマムラ  トウマ 山村 初香 ヤマムラ  ウイカ ●

山本 哲郎 ヤマモト テツロウ 工藤 由美子 クドウ ユミコ ●

山本 晴華 ヤマモト ハルカ 橋本 沙那 ハシモト サナ ●

横尾 友葉 ヨコオ トモハ 石井 愛嘉 イシイ マナカ ●

吉岡 栄太 ヨシオカ エイタ 竹内 杏奈 タケウチ アンナ ●

吉岡 裕太 ヨシオカ ユウタ 吉村 城音 ヨシムラ シロネ ●

吉田 篤志 ヨシダ アツシ 中澤 麗 ナカザワ レイ ●

脇田 真周 ワキタ マシュウ 矢野 朱音 ヤノ アカネ ●

渡邊 悠太 ワタナベ ユウタ 降旗 沙季 フルハタ サキ ●


