
１０月２８日　ニューピアホール

チャコット杯プロフェッショナル統一全日本ライジングスターボールルームダンス競技会

登録番号 リーダー氏名 フリガナ リーダーＷＤＣ パートナー氏名 フリガナ パートナーＷＤＣ 級 所属教室 所属

3-843 阿野 翔太 ｱﾉ ｼｮｳﾀ なし 髙橋 美樹 ﾀｶﾊｼ ﾐｷ なし N チョイスダンススタジオ JDC東部

611 有原 良義 ｱﾘﾊﾗ ｶｽﾞﾖｼ なし 前田 馨 ﾏｴﾀﾞ ｶｵﾙ なし D 笹生ダンススタジオ JCF東部

1002306 石川 世翼 ｲｼｶﾜ ｾｲｸ なし 阿部 紗恵子 ｱﾍﾞ ｻｴｺ なし C カワハラ・ダンススタジオ JBDF東部

10 石川 浩之 ｲｼｶﾜ ﾋﾛﾕｷ 0194 菅野 純代 ｽｶﾞﾉ ｽﾐﾖ 0195 A イシカワヒロユキダンススタジオ JCF東部

0100-
2221

石木 健太 ｲｼｷ ｹﾝﾀ なし 中井 千嘉 ﾅｶｲ ﾁｶ なし C 大下修弘ダンススクール JBDF東部

0100-
1898

石田 公輔 ｲｼﾀﾞ ｺｳｽｹ なし 杉山 美樹 ｽｷﾞﾔﾏ ﾐｷ なし B Social Dance Studio A-z JBDF東部

1002100 石田 剛 ｲｼﾀﾞ ﾂﾖｼ 2423 石田 貴子 ｲｼﾀﾞﾀｶｺ 2424 B 白幡ダンススクール JBDF東部

3-0679 上村 和之 ｳｴﾑﾗ ｶｽﾞﾕｷ 2066 上村 みち子 ｳｴﾑﾗ ﾐﾁｺ 2067 A 橘ダンススクール JDC東部

3-784 及川 考人 ｵｲｶﾜ ﾀｶﾄ 2486 髙木 恭子 ﾀｶｷﾞ ｷｮｳｺ 2487 A 橘ダンススクール/銀座ソシアルダンシングアカデミー JDC東部

1002156 大内 彰太 ｵｵｳﾁ ｼｮｳﾀ 2804 初瀬川 千夏 ﾊﾂｾｶﾞﾜ ﾁﾅﾂ 2805 B 西所沢駅前アサノダンススクール JBDF東部

601 大竹 道雄 ｵｵﾀｹ ﾐﾁｵ 1347 高田 美穂子 ﾀｶﾀﾞ ﾐﾎｺ 2743 A オオタケダンススクール JCF東部

3-840 大村 尊 ｵｵﾑﾗ ﾀｶｼ 2662 坂本 公子 ｻｶﾓﾄ ｷﾐｺ なし A 増山ダンススクール/ダンスナビゲーション目黒 JDC東部

4-286 岡 俊宏 ｵｶ ﾄｼﾋﾛ 2454 平出 瑞紀 ﾋﾗﾃﾞ ﾐｽﾞｷ 2443 A 中川雄太ダンスアカデミー JDC中部

1002139 岡 政宏 ｵｶ ﾏｻﾋﾛ なし 佐々木 海帆 ｻｻｷ ﾐﾎ なし B ファミリアダンススポーツクラブ JBDF東部

1002312 岡田 拓磨 ｵｶﾀﾞ ﾀｸﾏ なし 工藤 桃子 ｸﾄﾞｳ ﾓﾓｺ なし B 嶺岸ソシアルダンスカンパニー JBDF東部

1001929 岡田 直人 ｵｶﾀﾞ ﾅｵﾄ 2615 若槻 絵里子 ﾜｶﾂｷ ｴﾘｺ 2614 A タマオキトモヒロダンススクール JBDF東部

514 小野 大輔 ｵﾉ ﾀﾞｲｽｹ 2569 中村 佳菜 ﾅｶﾑﾗ ｶﾅ 2670 A サード・ダンススクール JCF東部

1002343 景山 雄紀 ｶｹﾞﾔﾏ ﾕｳｷ なし 宮原 恵那 ﾐﾔﾊﾗ ｴﾅ なし B カワハラダンススタジオ浜町 JBDF東部

3-628 加藤 透 ｶﾄｳ ﾄｵﾙ なし 加藤 あい ｶﾄｳ ｱｲ なし A 海老原ダンススクール JDC東部

5-0306 金子 貴也 ｶﾈｺ ﾀｶﾔ 2113 板谷 明穂 ｲﾀﾀﾆ ｱｷﾎ なし A DANCE TEAM YOKO JDC西部

161 菊池 和春 ｷｸﾁ ｶｽﾞﾊﾙ なし 酒井 恵美 ｻｶｲ ｴﾐ なし A フジイダンススクール/ダンスジャルダン大森山王ステューディオ JCF東部

3-818 菊地 クリスティアン
ｷｸﾁ ｸﾘｽﾃｨｱ
ﾝ

2816 Krassovskaia Anna ｸﾗｿﾌｶｲｱ ｱﾝﾅ 2817 B Dance Arts Tokyo JDC東部

1002273 北之坊 太郎 ｷﾀﾉﾎﾞｳ ﾀﾛｳ なし 藤原 佳穂里 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾎﾘ なし C 檜山ダンススクール JBDF東部

3-817 九鬼 章悦 ｸｷ ｱｷﾖｼ 2586 九鬼 亜弓 ｸｷ ｱﾕﾐ 2587 B Dance Arts Tokyo JDC東部

3-0622 熊谷 淳一
ｸﾏｶﾞｲ ｼﾞｭﾝｲ
ﾁ

1384 熊谷 陽子 ｸﾏｶﾞｲ ﾖｳｺ 0722 B ダンスインモーション JDC東部

324 小平 寛 ｺﾀﾞｲﾗ ﾋﾛｼ 1371 上村 美保 ｳｴﾑﾗ ﾐﾎ 1377 A コダイラヒロシダンススクール JCF東部

1002029 後藤 啓太 ｺﾞﾄｳ ｹｲﾀ なし 後藤 深雪 ｺﾞﾄｳ ﾐﾕｷ なし B ハチヤダンスアカデミー JBDF東部

1002144 小松 拓哉 ｺﾏﾂ ﾀｸﾔ 2806 小松 七菜 ｺﾏﾂ ﾅﾅ 2807 B たにどうダンスワールド JBDF東部

3-762 斉藤 達哉 ｻｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 2193 八木 恵里香 ﾔｷﾞ ｴﾘｶ 2366 A 武田ダンススクール JDC東部

305 櫻井 朝之 ｻｸﾗｲ ﾄﾓﾕｷ 2476 木須 サオリ ｷｽ ｻｵﾘ 2477 A 小嶋鉄治ダンススタジオ JCF東部

4-279 柴山 和樹 ｼﾊﾞﾔﾏ ｶｽﾞｷ 2344 柴山 朋代 ｼﾊﾞﾔﾏ ﾄﾓﾖ 2359 A 中川雄太ダンスアカデミー JDC中部

出場料の振り込みがまだお済みでない選手は、下記口座まで至急お振込みくだ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 ※リーダーの氏名でお振込みください。
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1002134 島岡 由尭 ｼﾏｵｶ ﾖｼﾀｶ なし 小櫻 綾子 ｺｻﾞｸﾗ ｱﾔｺ なし B 毛塚ダンスアートアカデミー JBDF東部

40524 島田 寛隆 ｼﾏﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ 2345 村松 明香 ﾑﾗﾏﾂ ｱｷｶ 2539 A 桜井ダンスアカデミー JBDF西部

1002131 ジョン ユン ホ ｼﾞｮﾝ ﾕﾝ ﾎ なし 渡辺 奈緒美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾐ なし C 檜山ダンススクール/ミサワダンスステージ JBDF東部

01-1744 杉野 貴史 ｽｷﾞﾉ ﾀｶｼ 2802 IREP ｲﾚｯﾌﾟ 2803 A エムズダンスアカデミー JBDF東部

4-270 竹内 大祐 ﾀｹｳﾁ ﾀﾞｲｽｹ 2233 竹内 ももこ ﾀｹｳﾁ ﾓﾓｺ 2249 A カトウノブヒトダンスアカデミー JDC中部

40571 田中 健太郎 ﾀﾅｶ ｹﾝﾀﾛｳ 2640 三田 聡美 ﾐﾀ ｻﾄﾐ 2641 A Dance Studio Moment JBDF西部

1001954 谷崎 成彦 ﾀﾆｻﾞｷ ﾅﾘﾋｺ なし 藤村 ゆきえ ﾌｼﾞﾑﾗ ﾕｷｴ なし C 北條ダンススクール横浜 JBDF東部

3-569 田原 健二 ﾀﾊﾗ ｹﾝｼﾞ 1504 上脇 友季湖 ｶﾐﾜｷ ﾕｷｺ 0940 A タハラダンススタジオ/ダンス大塚会館 JDC東部

01-1824 田松 周一郎 ﾀﾏﾂ ｼｭｳｲﾁﾛｳ なし 花盛 香織 ﾊﾅﾓﾘ ｶｵﾘ なし A 中原ダンスアカデミー JBDF東部

1001329 田村 晃男 ﾀﾑﾗ ｱｷｵ 1125 若尾 律 ﾜｶｵ ﾘﾂ 1130 A 高田馬場ナカザワダンススタジオ JBDF東部

450 朝増 拓哉 ﾁｮｳｿｳ ﾀｸﾔ 2285 中川 千秋 ﾅｶｶﾞﾜ ﾁｱｷ 2478 A スズキイチロー・ダンスアカデミー JCF東部

3-833 寺門 駿 ﾃﾗｶﾄﾞ ｼｭﾝ 2749 佐々木 彩香 ｻｻｷ ｱﾔｶ 2750 A Dance Arts Tokyo JDC東部

360 当麻 眞示 ﾄｳﾏ ｼﾝｼﾞ 2241 木村 佳代子 ｷﾑﾗ ｶﾖｺ 2687 A 横浜ダンス学院 JCF東部

1002136 富井 悠太 ﾄﾐｲ ﾕｳﾀ なし 吉野 奈緒 ﾖｼﾉ ﾅｵ なし A 折山ダンススクール JBDF東部

3-659 内藤 達矢 ﾅｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 2165 手島 紫乃 ﾃｼﾏ ｼﾉ 2239 A 山田誠ダンススタジオ JDC東部

1391 長島 大志 ﾅｶﾞｼﾏ ﾋﾛｼ 0699 中尾 友美 ﾅｶｵ ﾕﾐ 0384 B JBDF東部

3-734 永田 薫 ﾅｶﾞﾀ ｶｵﾙ 2582 飯野 さやか ｲｲﾉ ｻﾔｶ 2583 A 小林ダンススクール JDC東部

4-258 中野 雅章 ﾅｶﾉ ﾏｻｱｷ 2169 川合 由美恵 ｶﾜｲ ﾕﾐｴ 2757 B 小西雅司ダンススタジオ JDC中部

3-70 中村 康之 ﾅｶﾑﾗ ﾔｽﾕｷ 0941 岡本 真理 ｵｶﾓﾄ ﾏﾘ 0409 A ヨコミチダンスプラザ JDC東部

4-0283 新美 一輝 ﾆｲﾐ ｶｽﾞｷ 2453 木全 志穂 ｷﾏﾀ ｼﾎ 2446 A サトウダンススクール JDC中部

1002125 蜷川 勝俊 ﾆﾅｶﾞﾜ ｶﾂﾄｼ なし 新妻 由紀 ﾆｲﾂﾏ ﾕｷ なし C 踊場Studioスカイ JBDF東部

2206 貫名 強 ﾇｷﾅ ﾂﾖｼ 2333 柴原 まりこ ｼﾊﾞﾊﾗ ﾏﾘｺ 2343 A 折山ダンススクール JBDF東部

1002344 野地 雅人 ﾉｼﾞ ﾏｻﾄ なし 石井 友梨香 ｲｼｲ ﾕﾘｶ なし D クワバラダンススクール JBDF東部

1001412 畑中 敦行 ﾊﾀﾅｶ ｱﾂﾕｷ なし 西尾 明日香 ﾆｼｵ ｱｽｶ なし A 畑中ダンススクール JBDF東部

3-645 花田 諭 ﾊﾅﾀﾞ ｻﾄｼ 1380 花田 みずほ ﾊﾅﾀﾞ ﾐｽﾞﾎ 1379 A シライシダンススタジオ JDC東部

619 羽村 康弘 ﾊﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ 1454 中原 千景 ﾅｶﾊﾗ ﾁｶｹﾞ 1455 A 羽村ダンススクール JCF東部

1002336 原 総一郎 ﾊﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ なし 布村 奈友果 ﾇﾉﾑﾗ ﾅﾕｶ なし C 高田馬場 山野ダンススクール JBDF東部

3-796 原 辰瑠 ﾊﾗ ﾀﾂﾙ 2755 太縄 愉美子 ｵｵﾅﾜ ﾕﾐｺ 2754 A タハラダンススタジオ JDC東部

1002272 原田 浩史 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛﾌﾐ なし 滝田 智子 ﾀｷﾀ ﾄﾓｺ なし B ジェイズダンスアカデミー JBDF東部

641 蛭田 康平 ﾋﾙﾀ ｺｳﾍｲ 1789 山本 菜緒 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵ 2746 A 助川ダンス教室 JCF東部

647 保坂 直伸 ﾎｻｶ ﾅｵﾉﾌﾞ なし 保坂 佳奈 ﾎｻｶ ｶﾅ なし B SOCIAL DANCING CLUB TEAM JCF東部

1002324 松井 滉貴 ﾏﾂｲ ｺｳｷ なし 佐藤 愛子 ｻﾄｳ ｱｲｺ なし C 檜山ダンススクール/ジェイズダンスアカデミー JBDF東部

98 松下 吉志 ﾏﾂｼﾀ ﾖｼﾕｷ 0169 千波 杏奈 ｾﾝﾊﾞ ｱﾝﾅ なし A アマノダンスアカデミー JCF東部

1001656 松本 正人 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾄ 1134 横山 かおり ﾖｺﾔﾏ ｶｵﾘ 2523 B 桝岡ダンス教室 JBDF東部

1002166 丸山 貴史 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｶｼ なし 遠山 理紗 ﾄｵﾔﾏ ﾘｻ なし C スタジオJJ白幡ダンススクール JBDF東部

1002083 三浦 拓也 ﾐｳﾗ ﾀｸﾔ 2550 三浦 弥生 ﾐｳﾗ ﾔﾖｲ 2551 B たにどうダンスワールド JBDF東部

511 宮川 祐也 ﾐﾔｶﾜ ﾕｳﾔ なし 宮川 友里子 ﾐﾔｶﾜ ﾕﾘｺ なし A チャオダンススタジオ/中田ダンススクール JCF東部

1002033 三宅 貴大 ﾐﾔｹ ﾀｶﾋﾛ なし 薬師寺 可南子 ﾔｸｼｼﾞ ｶﾅｺ なし B 嶋村ダンススクール JBDF東部
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4-276 村澤 俊也 ﾑﾗｻﾜ ｼｭﾝﾔ 2160 金武 由佳 ｶﾈﾀｹ ﾕｶ 2308 A 梅原ダンススクール JDC中部

1002143 山﨑 航 ﾔﾏｻﾞｷ ﾜﾀﾙ なし 脇田 紗代子 ﾜｷﾀ ｻﾖｺ なし C izumikuboダンス・カンパニー JBDF東部

247 横山 公法 ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛﾐﾁ 1739 トロポワ スヴェトラーナ
ﾄﾛﾎﾟﾜ ｽｳﾞｪﾄﾗｰ
ﾅ

1730 A ケヅカテツオダンスアカデミー/大島ダンス学院 JCF東部

278 渡辺 勝彦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾂﾋｺ なし 加島 久乃 ｶｼﾏ ﾋｻﾉ なし A 渡辺勝彦ダンス教室 JCF東部



チャコット杯プロフェッショナル統一全日本ライジングスターラテンアメリカンダンス競技会

登録番号 リーダー氏名 フリガナ リーダーＷＤＣ パートナー氏名 フリガナ パートナーＷＤＣ 級 所属教室 所属

3-717 青田 昂 ｱｵﾀ ﾀｶｼ 1752 青田 果林 ｱｵﾀ ｶﾘﾝ 1753 A ダンススタジオアオタ JDC東部

01002315 Alvaro De Bracamonte ｱﾙﾊﾞﾛ ﾃﾞ ﾌﾞﾗｶﾓﾝﾃ なし 鶴見 侑里子 ﾂﾙﾐ ﾕﾘｺ なし C サカネダンススクール JBDF東部

6-223 井口 裕樹 ｲｸﾞﾁ ﾕｳｷ 1832 田中 智津子 ﾀﾅｶ ﾁﾂﾞｺ 2485 A イグチダンススクール/ソシアルアダンススタジオ FIVE STARS JDC九州

01002199 池田 祐史 ｲｹﾀﾞ ﾕｳｼﾞ なし 小林 あゆ里 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾘ なし B 満若ダンススタジin杉田 JBDF東部

1002288 伊藤 光 ｲﾄｳ ﾋｶﾙ 2794 中川 サリ ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾘ 2795 B 江東ソシアルダンススクール JBDF東部

3-791 伊東 佑樹 ｲﾄｳ ﾕｳｷ 2306 杉原 瑠衣 ｽｷﾞﾊﾗ ﾙｲ なし A 二ツ森亨ダンスアカデミー/チョイスダンススタジオ JDC東部

3-846 井上 拓也 ｲﾉｳｴ ﾀｸﾔ なし 浅場 春佳 ｱｻﾊﾞ ﾊﾙｶ なし D ダンススタジオ・オカザキ JDC東部

01002114 梅田 健二郎 ｳﾒﾀﾞ ｹﾝｼﾞﾛｳ なし 杉田 理紗 ｽｷﾞﾀ ﾘｻ なし B 二ッ森司ダンススクール JBDF東部

1968 梅田 慎太郎 ｳﾒﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 2772 熊井 郁美 ｸﾏｲ ｲｸﾐ 2773 B 二ッ森司ダンススクール JBDF東部

0392 遠藤 健一郎 ｴﾝﾄﾞｳ ｹﾝｲﾁﾛｳ 2567 遠藤 知美 ｴﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾐ 2568 A M・トモミ スポーツダンスクラブ JCF東部

3-752 太田 洵司 ｵｵﾀ ｼﾞｭﾝｼﾞ 2011 松原 優 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｳ 2144 A オオタダンスアカデミー JDC東部

01-00-1731大西 大輔 ｵｵﾆｼ ﾀﾞｲｽｹ なし 大西 香織 ｵｵﾆｼ ｶｵﾘ なし A STARS DANCE STUDIO JBDF東部

01002299 岡本 浩輝 ｵｶﾓﾄ ﾋﾛｷ 2790 石塚 正恵 ｲｼﾂﾞｶ ﾏｻｴ 2791 B サカモトトモキ・ダンススタジオ JBDF東部

3-830 奥野 貴 ｵｸﾉ ﾀｶﾔ 2812 髙野 恵 ﾀｶﾉ ﾒｸﾞﾐ 2501 A チョイスダンススタジオ JDC東部

01002022 鬼束 剛 ｵﾆﾂｶ ﾂﾖｼ なし 原田 摩須美 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｽﾐ なし C 畑中ダンススクール JBDF東部

3-754 小野 晃歳 ｵﾉ ｱｷﾄｼ 2007 小野 麻耶 ｵﾉ ﾏﾔ 2457 A 早川午朗ダンススクール JDC東部

0607 加藤 義人 ｶﾄｳ ﾖｼﾋﾄ 1764 小林 維斗 ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾄ 2680 A 二ﾂ森亨ダンスアカデミー JCF東部

01-1782 金光 進陪 ｶﾈﾐﾂ ｼﾝｽｹ 1464 ANNA KOVALOVA ｱﾅ ｺｳﾞｧﾛｳﾞｧ 2833 SA クワバラダンススクール JBDF東部

3-690 神谷 朋昌 ｶﾐﾔ ﾄﾓﾏｻ 1842 植竹 淑恵 ｳｴﾀｹ ﾄｼｴ 1843 A 楠潤一郎ダンスアカデミー JDC東部

4-277 金原 亮司 ｷﾝﾊﾟﾗ ﾘｮｳｼﾞ 2122 永原 由貴 ﾅｶﾞﾊﾗ ﾕｷ 2162 A 小西雅司ダンススタジオ JDC中部

4-269 倉島 良悟 ｸﾗｼﾏ ﾘｮｳｺﾞ なし 國本 麻衣 ｸﾆﾓﾄ ﾏｲ なし B K's Dance House JDC中部

01-00-1627小島 弘隆 ｺｼﾞﾏ ﾋﾛﾀｶ なし 加治屋 安理 ｶｼﾞﾔ ｱﾝﾘ なし B ヤマモトダンスアカデミー JBDF東部

01002258 近藤 智一 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾓｲﾁ なし 井上 愛香 ｲﾉｳｴ ｱｲｶ なし B 深川ダンススクール/ダンススクール市川 JBDF東部

3-0821 齋藤 清継 ｻｲﾄｳ ｷﾖﾂｸﾞ なし 池田 奈智 ｲｹﾀﾞ ﾅﾁ なし B 石井篤志ダンスガーデン/吉本ダンススタジオ JDC東部

01002011 佐伯 歩人 ｻｴｷ ｱﾕﾄ 2766 斉藤 三世 ｻｲﾄｳ ﾐﾖ 2767 B 石原ヒサシダンススクール JBDF東部

01002132 佐倉 奈雄斗 ｻｸﾗ ﾅｵﾄ 2658 高辻 なつみ ﾀｶﾂｼﾞ ﾅﾂﾐ 2659 B 堀口ダンスワールド JBDF東部

3-0689 櫻井 美規雄 ｻｸﾗｲ ﾐｷｵ 1639 久門 瑞季 ｸﾓﾝ ﾐｽﾞｷ 2823 A 矢吹淳次ダンススタジオ JDC東部

01002332 佐藤 陽大 ｻﾄｳ ﾖｳﾀ なし 杉井 亜佳莉 ｽｷﾞｲ ｱｶﾘ なし C 大竹辰郎ダンススクール JBDF東部

01002093 猿田 雄二 ｻﾙﾀ ﾕｳｼﾞ なし 久保田 幸 ｸﾎﾞﾀ ﾐﾕｷ なし B クワバラダンススクール JBDF東部

0612 白井 鷹征 ｼﾗｲ ﾀｶﾏｻ 2744 泉 侑希 ｲｽﾞﾐ ﾕｷ 2745 A サード・ダンススクール JCF東部

5-366 杉田 定裕 ｽｷﾞﾀ ｻﾀﾞﾋﾛ 2490 星野 春菜 ﾎｼﾉ ﾊﾙﾅ 2491 A ダンススタジオ杉田 JDC西部

01002339 関 勇人 ｾｷ ﾊﾔﾄ なし 長谷川 真希 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｷ なし C オダケイジダンスアカデミー JBDF東部

01002102 髙橋 祐貴 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 2426 的場 永峯 ﾏﾄﾊﾞ ｴﾐ 2427 A サカネダンススクール JBDF東部

01-00-1708田熊 健太 ﾀｸﾏ ｹﾝﾀ なし 石田 聖美 ｲｼﾀﾞ ﾂｸﾞﾐ なし B 田熊健太ダンススタジオ JBDF東部

0614 田中 航介 ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ なし 成澤 夏帆 ﾅﾘｻﾜ ｶﾎ なし A 大塚出ダンススクール JCF東部

01-02003 田中 慎一郎 ﾀﾅｶ ｼﾝｲﾁﾛｳ なし 佐藤 彩 ｻﾄｳ ｱﾔ なし B 得地ソシアルダンススクール/橘ダンススクール JBDF東部

01001946 田中 直樹 ﾀﾅｶ ﾅｵｷ なし 石川 真理子 ｲｼｶﾜ ﾏﾘｺ なし B JBDF東部

3-624 丁野 真一 ﾁｮｳﾉ ｼﾝｲﾁ 1500 井上 望 ｲﾉｳｴ ﾉｿﾞﾐ 1501 A シライシダンススタジオ JDC東部

01002295 東海林 祐介 ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾕｳｽｹ 2808 立花 悠 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾊﾙｶ 2809 B 二宮清ダンスアカデミー JBDF東部

3-773 中川 智宏 ﾅｶｶﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 2166 毛利 桃子 ﾓｳﾘ ﾓﾓｺ 2451 A 早川午朗ダンススクール JDC東部

0530 中川 真仁 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾄ 2323 まりね ﾏﾘﾈ 2371 A 矢部行英ダンスカンパニー JCF東部

01002141 中村 明生 ﾅｶﾑﾗ ｱｷｵ なし 佐藤 恵子 ｻﾄｳ ｹｲｺ なし C フジモトダンススクール JBDF東部

3-827 箱田 翔次郎 ﾊｺﾀﾞ ｼｮｳｼﾞﾛｳ 2671 田原 麻吏可 ﾀﾊﾗ ﾏﾘｶ 2672 A 日暮里ニシダダンススクール JDC東部

3-814 長谷川 裕紀 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛﾉﾘ 2576 綿引 ゆり杏 ﾜﾀﾋﾞｷ ﾕﾘｱ 2753 A ダンススタジオコガ JDC東部

01001970 日暮 健二 ﾋｸﾞﾗｼ ｹﾝｼﾞ なし 久保田 裕美 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛﾐ なし B 二宮清ダンスアカデミー/ダンスドリーム久保田 JBDF東部



チャコット杯プロフェッショナル統一全日本ライジングスターラテンアメリカンダンス競技会

登録番号 リーダー氏名 フリガナ リーダーＷＤＣ パートナー氏名 フリガナ パートナーＷＤＣ 級 所属教室 所属

01002070 平川 賢志 ﾋﾗｶﾜ ｹﾝｼ なし 𠮷住 絵梨奈 ﾖｼｽﾞﾐ ｴﾘﾅ なし A ヨコタダンススクール/二ッ森司ダンススクール JBDF東部

5-312 平坂 弘樹 ﾋﾗｻｶ ﾋﾛｷ 2091 平坂 香緒里 ﾋﾗｻｶ ｶｵﾘ 2146 A ダンススタジオ京都 JDC西部

3-724 福田 洋平 ﾌｸﾀﾞ ﾖｳﾍｲ 2084 松下 梨沙 ﾏﾂｼﾀ ﾘｻ 2148 A ASダンススタジオ JDC東部

01001925 保栄茂 勝己 ﾎｴﾓ ｶﾂﾐ なし 井上 直子 ｲﾉｳｴ ﾅｵｺ なし B ダンススペース吉祥寺 JBDF東部

0391 槇 建大郎 ﾏｷ ｹﾝﾀﾛｳ 2014 福吉 由利子 ﾌｸﾖｼ ﾕﾘｺ 2015 A イシカワヒロユキダンススタジオ JCF東部

0100-2053松下 学 ﾏﾂｼﾀ ﾏﾅﾌﾞ 2774 伊熊 詩織 ｲｸﾏ ｼｵﾘ 2775 C JBDF東部

01001790 松本 恒裕 ﾏﾂﾓﾄ ﾋｻﾋﾛ なし 大吉 優華 ｵｵﾖｼ ﾕｳｶ なし C 田中信和ダンススクール JBDF東部

3-766 麻戸 洋輔 ﾏﾄ ﾖｳｽｹ 2143 中村 綾 ﾅｶﾑﾗ ｱﾔ 2167 A ダンススタジオキシモト大船 JDC東部

0523 溝上 正幸 ﾐｿﾞｶﾐ ﾏｻﾕｷ 2678 杉谷 美樹 ｽｷﾞﾀﾆ ﾐｷ 2679 A 海宝ダンススクール JCF東部

01002247 宮内 隼輔 ﾐﾔｳﾁ ｼｭﾝｽｹ なし 尾崎 沙織 ｵｻﾞｷ ｻｵﾘ なし B ジェイズダンスアカデミー/得地ソシアルダンススクール JBDF東部

4-260 村上 知哉 ﾑﾗｶﾐ ﾄﾓﾔ 2159 村田 佳澄 ﾑﾗﾀ ｶｽﾐ 2161 A サワダマサヒロダンススタジオ JDC中部

01002296 山﨑 博道 ﾔﾏｻｷ ﾋﾛﾐﾁ 2796 輿石 美穂 ｺｼｲｼ ﾐﾎ 2797 B チョイスダンススタジオ JBDF東部

01002172 若松 祐樹 ﾜｶﾏﾂ ﾕｳｷ 2522 藤澤 翠美花 ﾌｼﾞｻﾜ ｽﾐｶ 2647 C ダンスDOJOイワミツ JBDF東部

01002072 渡邉 朋典 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾉﾘ なし 渡邉 由加里 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｶﾘ なし C ツチヤダンスガーデン JBDF東部


