
2013 JCFCUP日本オールスターダンス選手権大会

平成２５年 ６月３０日（日）　ＡＮＡクラウンプラザホテル神戸

プロフェッショナル出場選手名簿 （６月１７日現在）

名簿公開後のキャンセルについては、キャンセル料（全額）を頂きます。

既に振込み済みの場合にも、返金は致しません。ご了承下さい。

選手権 ＷＴ（Ｖ）ＦＱ
番号 級 勤務教室 所属県

1 石原　正敏 横山　晴己 Ａ サード・ダンススクール 東京

2 川本　慶拓 川本　やちこ Ａ ダンススタジオ カワモト 京都

3 林　雅也 大嶋　香里 Ａ ケヅカテツオダンスアカデミー 東京

4 福本　則和 二川　めぐみ Ａ 東京

5 喜多田　芳起 細田　千代 Ａ 京橋ダンススクール 大阪

6 打越　美智夫 打越　珠恵 Ａ ウチコシミチオダンススタジオD2 茨城

7 三浦　大輔 三浦　美和子 Ａ 海宝ダンススクール 東京

8 南山　光徳 新井　雅 ＡＡ ダンススクエア 東京

9 河内　俊典 横井　洋子 Ｂ 東京

10 藤原　稔久 後藤　美保 Ａ 藤原ダンススクール 兵庫

11 栗原　秀雄 大山　聡子 Ａ 東京

12 鷲塚　光 鈴木　愛 Ａ ダンススタジオ　アムール 神奈川

13 斎藤　正志 斎藤　佳代子 Ａ サイトウダンスアカデミー 宮城

14 岡本　直久 岡本　幸佳 Ａ チャンススポーツダンスクラブ 高知

15 森　昌太 沖本　梨江 Ａ ミヤジマヒデユキダンススクール 東京

16 光田　晋 水元　美穂 Ａ イシバシケンタダンススタジオ 福岡

20 三上　和久 川又　千佳 Ｂ サード・ダンススクール 東京

21 水出　光 雨宮　可奈 ＡＡ 矢部行英ダンスカンパニー 栃木

22 西原　光熙 西原　典子 Ａ ニシハラコウキダンスアカデミー 東京

23 西井　正明 木村　知津子 Ａ DANCE PATIO T&T 神奈川

24 東　晋一 東　耀子 Ａ アドバンス･ダンス･スタジオ 京都

25 千葉　真一 千葉　弘美 Ａ ダンススタジオ千葉 茨城

26 林　俊喬 竹森　舞 Ａ スズキイチローダンスアカデミー／千田修治ソシアルダンスカンパニー東京

27 山口　直紀 吉村　安矢 Ａ IKEDA DANCE SPACE 三重

28 片山　雄暉 片山　法子 Ａ 片山ダンススクール 東京

29 大山　祐樹 大山　史子 Ｂ ダンス教室エイト 福岡

30 船山　正明 五十嵐　久乃 Ａ ダンスワールドフナヤマライジングスタジオ 東京

31 浪下　博主 金居　陽子 Ａ Ｎａｍｉ　ダンススタジオ 愛媛

 選手名



32 中嶋　秀樹 中嶋　美喜　 Ａ コダマ・ボールルームダンス・スタジオ／ダンススクール ロイヤル東京

33 宮川　祐也 宮川　友里子 Ａ 中田ダンススクール 東京

34 池澤　大輔 長谷川　千洋 Ａ エレガンスダンス総合学院 京都

35 渡辺　直彦 斉藤　多恵子 ＡＡ サカモトトモキ・ダンススタジオ 東京

36 林　俊徳 渋谷　明美 Ｂ ホールセントラル／西坂スミダダンススクール 東京

41 中泉　繁 松岡　芽利 Ａ ケヅカテツオダンスアカデミー 東京

42 世古宗　弘一 世古宗　友子 Ａ 世古宗弘一＆大貫正弘ダンススタジオ 栃木

43 石井　誠治 水摩　あさみ Ａ ダンス教室エイト 福岡

44 松岡　明示 村田　ゆか Ａ ヨコミチダンスプラザ 神奈川

45 奥野　功士 本田　和代 Ａ 滋賀ボールルームダンススクール/スタジオワイズ 滋賀

46 小林　捷 厚美　めぐみ Ｂ シノダソシアルダンス／ダンススクール新狭山 東京

47 樋口  暢哉 柴田  早綾香 Ａ ミヤジマヒデユキダンススクール 東京

48 新木　稔 新木　美香 Ａ 幸村ダンススクール 兵庫

49 岩崎　祐一 三井　なおみ Ａ M ・トモミスポーツダンスクラブ 埼玉

50 小牟田　徹 小牟田　実華 Ａ イシバシケンタダンススタジオ 福岡

51 越川　真人 越川　民子 ＡＡ コシカワダンススクール 茨城

52 藤原　全史 増田　恵実 Ａ サード・ダンススクール 東京

53 神山　裕一 神山　真理子 Ａ カミヤマダンスカンパニー 長崎

54 石川　浩之 菅野　純代 Ａ イシカワヒロユキダンススタジオ 東京

55 当麻　眞示 有路　桃子 Ａ 横浜ダンス学院 神奈川

59 長谷川　智昭 猪爪　久子 Ｂ カルチャー＆ダンススタジオ・ユーホー 埼玉

60 大村　隼 大村　素子 Ａ 京橋ダンススクール 大阪

61 小嶋　潤 山﨑　真澄 Ａ コジマジュン・ダンススタジオ 東京

62 松田　時和 山崎　紫 Ａ ダンススクールロイヤル 金沢

63 櫻井　朝之 木須　サオリ Ａ 小嶋鉄治ダンススタジオ 東京

64 正藤　隆史 正藤　智子 Ａ 正藤ダンススクール 東京

65 壷内　康文 壷内　美和 Ａ ダンススタジオ・ウエノ 東京

66 槇　建大郎 福吉　由利子 Ａ イシカワヒロユキダンススタジオ 東京

67 木下　聡明 山内　砂穂 Ａ 木下ダンスワールド 東京

68 富田　宗嗣 富田　陽子 Ａ トミタボールルームダンスアカデミー 福岡

69 高橋　修悟 種村　直子 Ａ ダンススタジオK&Yoイワモト 神奈川

70 杉嶋　浩和　 小柳　麻里 Ａ ECHO　DANCE　COMPANY 京都

71 飯島　克巳 伊波　リリ子 Ａ 国分寺ウチダダンススクール 東京

72 徐　宗琦 伊東　祐子 Ｃ 小林ダンスアカデミー 東京

73 安部　邦臣 安部　弥美 Ａ ダンススタジオファミリー 東京

74 横山　公法 横山　芙美 Ａ ケヅカテツオダンスアカデミー／スズキイチローダンスアカデミー東京

80 山西　貴之 山西　弥生 Ａ ダンス教室エイト 福岡

81 植木　武志 岡崎　みゆき Ａ ダンス大塚会館 東京



82 小平　寛 上村　美保 ＡＡ ミヤジマヒデユキダンススクール 東京

83 岩佐　晃次 若木　敬子 Ａ スタジオ･ワン 京都

84 松下　吉志 細谷　まりも Ｂ アマノダンスアカデミー 東京

85 菊池　和春 酒井　恵美 Ａ フジイダンススクール本厚木校／ダンスジョルダン大森山王ステューディオ東京

86 渡辺　勝彦 加島　久乃 Ａ 渡辺勝彦ダンス教室 東京

87 小野　大輔 中村　佳菜 ＡＡ サード・ダンススクール 東京

88 杭田　智昭 杭田　宏美 Ａ ＴＨボールルームアカデミー 広島

89 深谷　淳 麻続　愛莉 Ｂ IKEDA DANCE SPACE 三重

90 庄司　浩太 庄司　名美 ＳＡ 高田馬場　山野ダンススクール 東京

91 大宮　淳二 ヴィクトリア Ｂ ダンススタジオ神戸 兵庫

92 邵　帥 田中　彩恵 Ａ DANCE PATIO T&T 神奈川

93 馬場　康宏 村上　真友美 Ｂ 馬場ダンス教室 東京

94 池田　彰宏 小島　律子 Ａ 池田ダンススタジオ 東京

ライジング ＷＴＦＱ
番号 級 勤務教室 所属県

3 林　雅也 大嶋　香里 Ａ ケヅカテツオダンスアカデミー 東京

5 喜多田　芳起 細田　千代 Ａ 京橋ダンススクール 大阪

6 打越　美智夫 打越　珠恵 Ａ ウチコシミチオダンススタジオD2 茨城

8 南山　光徳 新井　雅 ＡＡ ダンススクエア 東京

9 河内　俊典 横井　洋子 Ｂ 東京

10 藤原　稔久 後藤　美保 Ａ 藤原ダンススクール 兵庫

12 鷲塚　光 鈴木　愛 Ａ ダンススタジオ　アムール 神奈川

14 岡本　直久 岡本　幸佳 Ａ チャンススポーツダンスクラブ 高知

15 森　昌太 沖本　梨江 Ａ ミヤジマヒデユキダンススクール 東京

16 光田　晋 水元　美穂 Ａ イシバシケンタダンススタジオ 福岡

18 野田　康博 丁井　淑美 Ａ Dance Studio NODA 徳島

19 藤本　常則 佐野　和美 Ｂ エフダンススタジオ 山口

20 三上　和久 川又　千佳 Ｂ サード・ダンススクール 東京

22 西原　光熙 西原　典子 Ａ ニシハラコウキダンスアカデミー 東京

23 西井　正明 木村　知津子 Ａ DANCE PATIO T&T 神奈川

24 東　晋一 東　耀子 Ａ アドバンス･ダンス･スタジオ 京都

25 千葉　真一 千葉　弘美 Ａ ダンススタジオ千葉 茨城

27 山口　直紀 吉村　安矢 Ａ IKEDA DANCE SPACE 三重

29 大山　祐樹 大山　史子 Ｂ ダンス教室エイト 福岡

30 船山　正明 五十嵐　久乃 Ａ ダンスワールドフナヤマライジングスタジオ 東京

31 浪下　博主 金居　陽子 Ａ Ｎａｍｉ　ダンススタジオ 愛媛

33 宮川　祐也 宮川　友里子 Ａ 中田ダンススクール 東京

 選手名



34 池澤　大輔 長谷川　千洋 Ａ エレガンスダンス総合学院 京都

35 渡辺　直彦 斉藤　多恵子 ＡＡ サカモトトモキ・ダンススタジオ 東京

36 林　俊徳 渋谷　明美 Ｂ ホールセントラル／西坂スミダダンススクール 東京

37 近藤　敏行　 高橋　寿子 Ａ ダンススタジオ スイングアート 岡山

38 大木　健 浜田　ゆか Ｃ KENダンスファクトリー 福岡

42 世古宗　弘一 世古宗　友子 Ａ 世古宗弘一＆大貫正弘ダンススタジオ 栃木

44 松岡　明示 村田　ゆか Ａ ヨコミチダンスプラザ 神奈川

48 新木　稔 新木　美香 Ａ 幸村ダンススクール 兵庫

49 岩崎　祐一 三井　なおみ Ａ M ・トモミスポーツダンスクラブ 埼玉

50 小牟田　徹 小牟田　実華 Ａ イシバシケンタダンススタジオ 福岡

53 神山　裕一 神山　真理子 Ａ カミヤマダンスカンパニー 長崎

54 石川　浩之 菅野　純代 Ａ イシカワヒロユキダンススタジオ 東京

55 当麻　眞示 有路　桃子 Ａ 横浜ダンス学院 神奈川

56 山本　淳夫 鈴木　未佳 Ｃ ステップいまり 高知

58 本田　豊 伊藤　麻由 Ｂ IKEDA DANCE SPACE 三重

62 松田　時和 山崎　紫 Ａ ダンススクールロイヤル 金沢

63 櫻井　朝之 木須　サオリ Ａ 小嶋鉄治ダンススタジオ 東京

64 正藤　隆史 正藤　智子 Ａ 正藤ダンススクール 東京

67 木下　聡明 山内　砂穂 Ａ 木下ダンスワールド 東京

70 杉嶋　浩和　 小柳　麻里 Ａ ECHO　DANCE　COMPANY 京都

73 安部　邦臣 安部　弥美 Ａ ダンススタジオファミリー 東京

77 中川　真仁 横井　まりね ＡＡ 矢部行英ダンスカンパニー 栃木

78 岡　成和 岡　由華 Ａ オカ･ダンススタジオ 徳島

80 山西　貴之 山西　弥生 Ａ ダンス教室エイト 福岡

83 岩佐　晃次 若木　敬子 Ａ スタジオ･ワン 京都

84 松下　吉志 細谷　まりも Ｂ アマノダンスアカデミー 東京

85 菊池　和春 酒井　恵美 Ａ フジイダンススクール本厚木校／ダンスジョルダン大森山王ステューディオ東京

86 渡辺　勝彦 加島　久乃 Ａ 渡辺勝彦ダンス教室 東京

87 小野　大輔 中村　佳菜 ＡＡ サード・ダンススクール 東京

88 杭田　智昭 杭田　宏美 Ａ ＴＨボールルームアカデミー 広島

89 深谷　淳 麻続　愛莉 Ｂ IKEDA DANCE SPACE 三重

91 大宮　淳二 ヴィクトリア Ｂ ダンススタジオ神戸 兵庫

92 邵　帥 田中　彩恵 Ａ DANCE PATIO T&T 神奈川

93 馬場　康宏 村上　真友美 Ｂ 馬場ダンス教室 東京

94 池田　彰宏 小島　律子 Ａ 池田ダンススタジオ 東京

西部クローズ ＷＴＦ
番号 級 勤務教室 所属県 選手名



2 川本　慶拓 川本　やちこ Ａ ダンススタジオ カワモト 京都

10 藤原　稔久 後藤　美保 Ａ 藤原ダンススクール 兵庫

17 筒塩　一馬 安藤　千恵 Ｃ レッツダンスヒラタ 岡山

18 野田　康博 丁井　淑美 Ａ Dance Studio NODA 徳島

24 東　晋一 東　耀子 Ａ アドバンス･ダンス･スタジオ 京都

31 浪下　博主 金居　陽子 Ａ Ｎａｍｉ　ダンススタジオ 愛媛

37 近藤　敏行　 高橋　寿子 Ａ ダンススタジオ スイングアート 岡山

39 田嶋　昭雄 堤　和代 Ｄ ダンス工房・タジマ 兵庫

56 山本　淳夫 鈴木　未佳 Ｃ ステップいまり 高知

57 鏡　陽司 宇佐美　由姫 Ｂ 鏡陽司ダンススタジオ 東京

70 杉嶋　浩和　 小柳　麻里 Ａ ECHO　DANCE　COMPANY 京都

75 山中　利通 山中　麻貴 Ａ 幸村ダンススクール 兵庫

76 白川　一彦 中　すみ子 Ｄ Ｓ＆Ｎダンスアカデミー 大阪

78 岡　成和 岡　由華 Ａ オカ･ダンススタジオ 徳島

83 岩佐　晃次 若木　敬子 Ａ スタジオ･ワン 京都

91 大宮　淳二 ヴィクトリア Ｂ ダンススタジオ神戸 兵庫

95 山口　勝功 岩井　和江 Ｃ 幸村ダンススクール 兵庫

選手権 ＣＳＲＰ（Ｊ）
番号 級 勤務教室 所属県

101 中川　真仁 横井　まりね ＡＡ 矢部行英ダンスカンパニー 栃木

102 武内　要 王　婉君 Ｂ シンカワダンススタジオ 長崎

103 打越　美智夫 打越　珠恵 Ａ ウチコシミチオダンススタジオD2 茨城

104 渡部　真之 渡部　倫子 Ａ 幸村ダンススクール 兵庫

105 宮川　祐也 宮川　友里子 Ａ 中田ダンススクール 東京

106 槇　建大郎 福吉　由利子 ＡＡ イシカワヒロユキダンススタジオ 東京

107 本田　豊 伊藤　麻由 Ｂ IKEDA DANCE SPACE 三重

108 渡辺　一朗 清水　久美子 Ａ 江古田ダンスアカデミー 東京

109 板垣　守 正岡　ちさと Ｄ イタガキダンスワールド 東京

110 川本　慶拓 川本　やちこ Ａ ダンススタジオ カワモト 京都

111 野生須　智史 石井　智子 Ａ 手塚ダンススタジオ 東京

112 香取　伸一 秋元　美弥 Ｂ DANCE STUDIO - KATORI 東京

113 吉村　光弘 吉村　のぞみ ＡＡ ケヅカテツオダンスアカデミー 東京

114 溝上　正幸 杉谷　美樹 Ａ 海宝ダンススクール 東京

115 奥野　功士 本田　和代 Ａ 滋賀ボールルームダンススクール/スタジオワイズ 滋賀

116 松岡　明示 村田　ゆか Ａ ヨコミチダンスプラザ 神奈川

117 渡辺　勝彦 加島　久乃 Ｂ 渡辺勝彦ダンス教室 東京

121 南山　光徳 新井　雅 ＡＡ ダンススクエア 東京

 選手名



122 大木　健 浜田　ゆか Ａ KENダンスファクトリー 福岡

123 遠藤　健一郎 遠藤　知美 Ａ M ・トモミスポーツダンスクラブ 東京

124 山中　利通 山中　麻貴 Ａ 幸村ダンススクール 兵庫

125 手塚　忍 石川　忍 Ａ 手塚ダンススタジオ 東京

126 松本 悠 北野　恵 Ｂ ダンス教室エイト 福岡

127 木下　聡明 山内　砂穂 Ａ 木下ダンスワールド 東京

128 澤田　和之 清岡　千明 Ａ ダンススタジオ ＶＯＷ 大阪

129 中村　将太 中村　雪 Ａ S＆Ｙナカムラダンススタジオ 山口

130 三浦　悟 向井　志保 Ｃ 助川ダンス教室 東京

131 浪下　博主 金居　陽子 Ａ Ｎａｍｉ　ダンススタジオ 愛媛

132 石原　正敏 横山　晴己 ＡＡ サード・ダンススクール 東京

133 森　昌太 沖本　梨江 Ａ ミヤジマヒデユキダンススクール 東京

134 鍵本　浩也 森谷　恵子 Ａ コジマダンスアカデミー／ダンススタジオ夏木 岡山

135 安部　邦臣 安部　弥美 Ａ ダンススタジオファミリー 東京

136 岩崎　祐一 三井　なおみ Ａ M ・トモミスポーツダンスクラブ 埼玉

139 新屋敷　善史 山本　玲子 Ｂ 岡山

140 高橋　修悟 種村　直子 Ａ ダンススタジオK&Yoイワモト 神奈川

141 小牟田　徹 小牟田　実華 Ａ イシバシケンタダンススタジオ 福岡

142 藤井　洋介 眞野　綾子 Ａ Cafe de Dance 東京

143 渡辺　直彦 斉藤　多恵子 Ｂ サカモトトモキ・ダンススタジオ 東京

144 松田　弘伺 松田　亜矢 Ａ Dance Studio Zone 京都

145 当麻　眞示 有路　桃子 Ａ 横浜ダンス学院 神奈川

146 小平　寛 上村　美保 Ａ ミヤジマヒデユキダンススクール 東京

147 岡　真由 宮口　彩 Ｂ 幸村ダンススクール 兵庫

148 芳澤　知孝 芳澤　美由貴 Ａ ヨシザワ・ダンス・アーツ 神奈川

149 梅田　良二 梅田　こずえ Ａ ウメダダンススクール 大分

150 野田　和総 川辺　香津子 Ｂ 野田和総ダンススクール 京都

151 大塚　出 安齋　沙織 ＳＡ 大塚出ダンススクール 東京

152 飯島　克巳 伊波　リリ子 Ａ 国分寺ウチダダンススクール 東京

153 細目　恭弘 武本　理絵 ＡＡ サード・ダンススクール 東京

ライジング ＣＳＲＰ
番号 級 勤務教室 所属県

102 武内　要 王　婉君 Ｂ シンカワダンススタジオ 長崎

103 打越　美智夫 打越　珠恵 Ａ ウチコシミチオダンススタジオD2 茨城

106 槇　建大郎 福吉　由利子 ＡＡ イシカワヒロユキダンススタジオ 東京

107 本田　豊 伊藤　麻由 Ｂ IKEDA DANCE SPACE 三重

109 板垣　守 正岡　ちさと Ｄ イタガキダンスワールド 東京

 選手名



110 川本　慶拓 川本　やちこ Ａ ダンススタジオ カワモト 京都

111 野生須　智史 石井　智子 Ａ 手塚ダンススタジオ 東京

112 香取　伸一 秋元　美弥 Ｂ DANCE STUDIO - KATORI 東京

114 溝上　正幸 杉谷　美樹 Ａ 海宝ダンススクール 東京

116 松岡　明示 村田　ゆか Ａ ヨコミチダンスプラザ 神奈川

118 光田　晋 水元　美穂 Ａ イシバシケンタダンススタジオ 福岡

119 鏡　陽司 宇佐美　由姫 Ｂ 鏡陽司ダンススタジオ 東京

121 南山　光徳 新井　雅 ＡＡ ダンススクエア 東京

123 遠藤　健一郎 遠藤　知美 Ａ M ・トモミスポーツダンスクラブ 東京

124 山中　利通 山中　麻貴 Ａ 幸村ダンススクール 兵庫

126 松本 悠 北野　恵 Ｂ ダンス教室エイト 福岡

130 三浦　悟 向井　志保 Ｃ 助川ダンス教室 東京

131 浪下　博主 金居　陽子 Ａ Ｎａｍｉ　ダンススタジオ 愛媛

133 森　昌太 沖本　梨江 Ａ ミヤジマヒデユキダンススクール 東京

134 鍵本　浩也 森谷　恵子 Ａ コジマダンスアカデミー／ダンススタジオ夏木 岡山

136 岩崎　祐一 三井　なおみ Ａ M ・トモミスポーツダンスクラブ 埼玉

137 松田　時和 山崎　紫 Ｂ ダンススクールロイヤル 金沢

139 新屋敷　善史 山本　玲子 Ｂ 岡山

141 小牟田　徹 小牟田　実華 Ａ イシバシケンタダンススタジオ 福岡

145 当麻　眞示 有路　桃子 Ａ 横浜ダンス学院 神奈川

147 岡　真由 宮口　彩 Ｂ 幸村ダンススクール 兵庫

148 芳澤　知孝 芳澤　美由貴 Ａ ヨシザワ・ダンス・アーツ 神奈川

149 梅田　良二 梅田　こずえ Ａ ウメダダンススクール 大分

150 野田　和総 川辺　香津子 Ｂ 野田和総ダンススクール 京都

154 藤本　常則 佐野　和美 Ｂ エフダンススタジオ 山口


