
B-1
出場料の振込みがまだお済みでない選手は、下記口座まだ至急お振込み下さいますようお願い申し上げます。

振込口座　 三菱UFJ銀行　恵比寿支店

普通預金　１０２５２９３

口座名　JCF東部総局総務　大山忠政　　　※リーダー氏名でお振込み下さい。

１０月２８日　場所：ニューピアホール

ジュブナイル・ジュニア・ユース統一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 都道府県 ジュブナイル ジュニア ユース

足立 拓海 ｱﾀﾞﾁ ﾀｸﾐ 木下 真代 ｷﾉｼﾀ ﾏﾖ 千葉県 ●

安部 邦斗 ｱﾍﾞ　ｸﾆﾄ 安部 美咲 ｱﾍﾞ　ﾐｻｷ 千葉県 ●

阿部 光樹 ｱﾍﾞ ｺｳｷ 苅谷 芽唯 ｶﾘﾔ ﾒｲ 東京都 ●

阿部 優翔 ｱﾍﾞ ﾕｳﾄ 倉野 友花 ｸﾗﾉ ﾄﾓｶ 東京都 ● ●

石垣 和宏 ｲｼｶﾞｷ ｶｽﾞﾋﾛ 三喜 穂菜美 ﾐｷ ﾎﾅﾐ 千葉県 ●

小島 獅桐 ｺｼﾞﾏ ｼﾄｳ 安原 ゆめる ﾔｽﾊﾗ ﾕﾒﾙ 群馬県 ●

斎藤 隼一 ｻｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 小西 乙愛 ｺﾆｼ ﾒﾘｱ 千葉県 ● ●

高橋 海 ﾀｶﾊｼ ｶｲ 和田 享華 ﾜﾀﾞ ｷｮｳｶ 千葉県 ●

高橋 爽 ﾀｶﾊｼ ｿｳ 松本 真宝 ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾎ 千葉県 ●

田邉 奈央 ﾀﾅﾍﾞ ﾅｵ 大澤 杜和 ｵｵｻﾜ ﾄﾜ 埼玉県 ● ●

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 東京都 ●

畠山 藍匠 ﾊﾀｹﾔﾏ ｱｲｼｮｳ 畠山 佳綸 ﾊﾀｹﾔﾏ ｶﾘﾝ 千葉県 ●

矢野 響太 ﾔﾉ ｷｮｳﾀ 黒嶋 ひなの ｸﾛｼﾏ ﾋﾅﾉ 千葉県 ●

吉岡 栄太 ﾖｼｵｶ ｴｲﾀ 竹内 杏奈 ﾀｹｳﾁ ｱﾝﾅ 千葉県 ●

吉田 篤志 ﾖｼﾀﾞ ｱﾂｼ 中澤 麗 ﾅｶｻﾞﾜ ﾚｲ 千葉県 ●



L-2
１０月２８日　場所：ニューピアホール

ジュブナイル・ジュニア・ユース統一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 都道府県 ジュブナイル ジュニア ユース

足立 拓海 ｱﾀﾞﾁ ﾀｸﾐ 木下 真代 ｷﾉｼﾀ ﾏﾖ 千葉県 ●

安部 邦斗 ｱﾍﾞ　ｸﾆﾄ 安部 美咲 ｱﾍﾞ　ﾐｻｷ 千葉県 ●

阿部 光樹 ｱﾍﾞ ｺｳｷ 苅谷 芽唯 ｶﾘﾔ ﾒｲ 東京都 ●

阿部 優翔 ｱﾍﾞ ﾕｳﾄ 倉野 友花 ｸﾗﾉ ﾄﾓｶ 東京都 ● ●

石垣 和宏 ｲｼｶﾞｷ ｶｽﾞﾋﾛ 三喜 穂菜美 ﾐｷ ﾎﾅﾐ 千葉県 ●

今西 竜矢 ｲﾏﾆｼ ﾘｮｳﾔ 今西 心菜 ｲﾏﾆｼ ｺｺﾅ 東京都 ● ●

大澤 杜和 ｵｵｻﾜ ﾄﾜ 河内 ナイヤ ｺｳﾁ ﾅｲﾔ 埼玉県 ●

小島 獅桐 ｺｼﾞﾏ ｼﾄｳ 安原 ゆめる ﾔｽﾊﾗ ﾕﾒﾙ 群馬県 ●

斎藤 隼一 ｻｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 小西 乙愛 ｺﾆｼ ﾒﾘｱ 千葉県 ● ●

高橋 海 ﾀｶﾊｼ ｶｲ 和田 享華 ﾜﾀﾞ ｷｮｳｶ 千葉県 ●

高橋 爽 ﾀｶﾊｼ ｿｳ 松本 真宝 ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾎ 千葉県 ●

田邉 奈央 ﾀﾅﾍﾞ ﾅｵ 大澤 杜和 ｵｵｻﾜ ﾄﾜ 埼玉県 ●

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 東京都 ●

畠山 藍匠 ﾊﾀｹﾔﾏ ｱｲｼｮｳ 畠山 佳綸 ﾊﾀｹﾔﾏ ｶﾘﾝ 千葉県 ●

藤井 創太 ﾌｼﾞｲ ｿｳﾀ 吉川 あみ ﾖｼｶﾜ ｱﾐ 千葉県 ●

矢野 響太 ﾔﾉ ｷｮｳﾀ 黒嶋 ひなの ｸﾛｼﾏ ﾋﾅﾉ 千葉県 ●

吉岡 栄太 ﾖｼｵｶ ｴｲﾀ 竹内 杏奈 ﾀｹｳﾁ ｱﾝﾅ 千葉県 ●

吉田 篤志 ﾖｼﾀﾞ ｱﾂｼ 中澤 麗 ﾅｶｻﾞﾜ ﾚｲ 千葉県 ●


