
2018 JCFCUP日本オールスターダンス選手権大会

平成３０年 ６月２４日（日）　びわ湖大津プリンスホテル

プロフェッショナル出場選手名簿 （６月１５日現在）

名簿公開後の追加申込については、遅延料が加算されます。

選手権 ＷＴ（Ｖ）ＦＱ
番号 勤務教室 所属県 級

1 田口　裕登 榎田　真麻 ダンス教室エイト 福岡 Ｂ

2 毛塚　陽康 毛塚　美穂 門前仲町ケヅカダンスアートアカデミー 東京 Ａ

3 小牟田　徹 小牟田　実華 イシバシケンタダンススタジオ 福岡 Ａ

4 三浦　大輔 三浦　美和子 海宝ダンススクール 東京 Ａ

5 正藤　隆史 正藤　智子 正藤ダンススクール 東京 Ａ

6 池本　規恒 樫本　真実 イケモトダンスワールド 埼玉 Ａ

7 新里　真明 新里　久美子 ニイザトダンスアカデミー 神奈川 Ａ

8 小野　大輔 中村　佳菜 サード・ダンススクール 東京 Ａ

9 岩佐　晃次 若木　敬子 イワサコウジ・ダンスアカデミー 京都 Ａ

10 横山　公法 Svetlana Toropovaケヅカテツオダンスアカデミー 東京 Ａ

11 松下　吉志 千波　杏奈 アマノダンスアカデミ― 東京 Ａ

12 藤原　全史 増田　恵実 フジワラダンスアカデミー 東京 Ａ

13 上妻　秀典 大神　ひとみ スタジオ　アンゲリック 福岡 Ａ

14 蛭田　康平 山本　菜緒 助川ダンス教室 東京 Ａ

16 松田　時和 佐原　佑衣 ダンススクール ロイヤル 愛知 Ａ

17 宇土　曜史 伊藤　未途 ダンススタジオ・アジール 東京 Ａ

18 大村　隼 大村　素子 京橋ダンススクール 大阪 Ａ

19 有原　良義 前田　馨 笹生ダンススタジオ 神奈川 Ｄ

20 水出　光 雨宮　可奈 矢部行英ダンスカンパニー 栃木 Ａ

21 石原　正敏 横山　晴己 サード・ダンススクール 東京 Ａ

22 楢林　明博 糸山　由里子 コレットダンススタジオ 佐賀 Ａ

23 岡　成和 岡　由華 オカ･ダンススタジオ 徳島 Ａ

24 池田　彰宏 小島　律子 池田ダンススタジオ 東京 Ａ

25 鈴木　康友 鈴木　海美 高円寺毛塚ダンス教室 東京 Ａ

26 杉嶋　浩和　 小柳　麻里 ECHO　DANCE　COMPANY 京都 Ａ

27 石井　誠治 石井　あさみ インフィニットボールルームダンススタジオ 福岡 Ａ

28 宮川　祐也 宮川　友里子 チャオダンススタジオ 東京 Ａ

29 木下　聡明 山内　砂穂 木下ダンスワールド 東京 Ａ

30 藤原　稔久 後藤　美保 藤原ダンススクール 兵庫 Ａ

 選手名



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

32 津々路　大介 津々路　恭子 CO.,CO エレガンスダンス総合学院 京都 Ｂ

33 小平　寛 上村　美保 コダイラヒロシダンススクール 東京 Ａ

35 小坂　誠介 小坂　千尋 小坂誠介ダンススタジオ 岡山 Ａ

36 光田　晋 水元　美穂 イシバシケンタダンススタジオ 福岡 Ａ

37 櫻井　朝之 木須　サオリ 小嶋鉄治ダンススタジオ 東京 Ａ

38 一条　まこと 一条　みわこ 一条ダンススタジオ 富山 Ａ

39 池澤　大輔 池澤　千洋 CO.,CO エレガンスダンス総合学院 京都 Ａ

40 当麻　眞示 木村　佳代子 横浜ダンス学院 神奈川 Ａ

41 三上　和久 川又　千佳 サード・ダンススクール 東京 Ａ

42 沖野　智征 中村　綾子 ダンススクール ロイヤル 石川 Ｃ

43 大竹　道雄 高田　美穂子 オオタケダンススクール 東京 Ａ

44 Shao　Shuai 田中　彩恵 Dance Patio T&T／ヨコミチダンスプラザ 神奈川 Ａ

45 羽村　康弘 中原　千景 羽村ダンススクール 東京 Ａ

46 富田　宗嗣 富田　陽子 トミタボールルームダンスアカデミー 福岡 Ａ

47 小林　久訓 土屋　純子 ダンスカンパニー コバヤシ 京都 Ａ

48 平岡　雅司 藤本　亜弥 平岡ダンススクール 千葉 Ｃ

49 東　晋一 東　耀子 アドバンス･ダンス･スタジオ 京都 Ａ

50 片山　雄暉 片山　法子 片山ダンススクール 東京 Ａ

51 西原　光熙 西原　典子 ニシハラコウキ ダンスアカデミー 東京 Ａ

52 朝増　拓哉 中川　千秋 スズキイチロー・ダンスアカデミー 東京 Ａ

53 遠藤　秀和 土屋　美哉 エンドウヒデカズ ダンススタジオ 東京 Ａ

54 神山　裕一 神山　真理子 カミヤマダンスカンパニー 長崎 Ａ

55 豊嶋　慶一 豊嶋　絵梨子 Ｃｉａｏ Ｄａｎｃｅ 大阪 Ａ

56 石川　浩之 菅野　純代 イシカワヒロユキダンススタジオ 東京 Ａ

57 中嶋　秀樹 中嶋　美喜　 コダマ・ボールルームダンス・スタジオ 東京 Ａ

58 山西　貴之 山西　弥生 ダンス教室エイト 福岡 Ａ

59 安部　邦臣 安部　弥美 ダンススタジオファミリー 千葉 Ａ

60 梶　雅博 富田　わか香 わか菜ダンス教室 京都 Ａ

61 木村　勇 伊藤　瑞穂 ケヅカテツオダンスアカデミー 東京 Ａ

ライジング ＷＴＦ
勤務教室 所属県 級

1 田口　裕登 榎田　真麻 ダンス教室エイト 福岡 Ｂ

3 小牟田　徹 小牟田　実華 イシバシケンタダンススタジオ 福岡 Ａ

5 正藤　隆史 正藤　智子 正藤ダンススクール 東京 Ａ

7 新里　真明 新里　久美子 ニイザトダンスアカデミー 神奈川 Ａ

9 岩佐　晃次 若木　敬子 イワサコウジ・ダンスアカデミー 京都 Ａ

 選手名



11 松下　吉志 千波　杏奈 アマノダンスアカデミ― 東京 Ａ

13 上妻　秀典 大神　ひとみ スタジオ　アンゲリック 福岡 Ａ

15 新屋敷　善史 山本　玲子 Shinyashiki Dance Study 岡山 Ａ

16 松田　時和 佐原　佑衣 ダンススクール ロイヤル 愛知 Ａ

17 宇土　曜史 伊藤　未途 ダンススタジオ・アジール 東京 Ａ

19 有原　良義 前田　馨 笹生ダンススタジオ 神奈川 Ｄ

22 楢林　明博 糸山　由里子 コレットダンススタジオ 佐賀 Ａ

24 池田　彰宏 小島　律子 池田ダンススタジオ 東京 Ａ

26 杉嶋　浩和　 小柳　麻里 ECHO　DANCE　COMPANY 京都 Ａ

28 宮川　祐也 宮川　友里子 チャオダンススタジオ 東京 Ａ

30 藤原　稔久 後藤　美保 藤原ダンススクール 兵庫 Ａ

32 津々路　大介 津々路　恭子 CO.,CO エレガンスダンス総合学院 京都 Ｂ

34 城次　達也 山地　直子 ジョージダンススタジオ 滋賀 Ｄ

35 小坂　誠介 小坂　千尋 小坂誠介ダンススタジオ 岡山 Ａ

36 光田　晋 水元　美穂 イシバシケンタダンススタジオ 福岡 Ａ

38 一条　まこと 一条　みわこ 一条ダンススタジオ 富山 Ａ

40 当麻　眞示 木村　佳代子 横浜ダンス学院 神奈川 Ａ

42 沖野　智征 中村　綾子 ダンススクール ロイヤル 石川 Ｃ

43 大竹　道雄 高田　美穂子 オオタケダンススクール 東京 Ａ

45 羽村　康弘 中原　千景 羽村ダンススクール 東京 Ａ

47 小林　久訓 土屋　純子 ダンスカンパニー コバヤシ 京都 Ａ

48 平岡　雅司 藤本　亜弥 平岡ダンススクール 千葉 Ｃ

49 東　晋一 東　耀子 アドバンス･ダンス･スタジオ 京都 Ａ

51 西原　光熙 西原　典子 ニシハラコウキ ダンスアカデミー 東京 Ａ

53 遠藤　秀和 土屋　美哉 エンドウヒデカズ ダンススタジオ 東京 Ａ

54 神山　裕一 神山　真理子 カミヤマダンスカンパニー 長崎 Ａ

56 石川　浩之 菅野　純代 イシカワヒロユキダンススタジオ 東京 Ａ

58 山西　貴之 山西　弥生 ダンス教室エイト 福岡 Ａ

60 梶　雅博 富田　わか香 わか菜ダンス教室 京都 Ａ

61 木村　勇 伊藤　瑞穂 ケヅカテツオダンスアカデミー 東京 Ａ

62 野田　康博 田井　美穂 DanceStudioNODA／エレガンスダンス総合学院 京都 Ｃ

西部クローズ ＷＴ
勤務教室 所属県 級

15 新屋敷　善史 山本　玲子 Shinyashiki Dance Study 岡山 Ａ

23 岡　成和 岡　由華 オカ･ダンススタジオ 徳島 Ａ

30 藤原　稔久 後藤　美保 藤原ダンススクール 兵庫 Ａ

32 津々路　大介 津々路　恭子 CO.,CO エレガンスダンス総合学院 京都 Ｂ

 選手名



34 城次　達也 山地　直子 ジョージダンススタジオ 滋賀 Ｄ

35 小坂　誠介 小坂　千尋 小坂誠介ダンススタジオ 岡山 Ａ

47 小林　久訓 土屋　純子 ダンスカンパニー コバヤシ 京都 Ａ

60 梶　雅博 富田　わか香 わか菜ダンス教室 京都 Ａ

62 野田　康博 田井　美穂 DanceStudioNODA／エレガンスダンス総合学院 京都 Ｃ

64 伊藤　幹雄 伊藤　貞子 伊藤Ｍ＆Ｓダンススタジオ 福井 Ｂ

65 山中　利通 山中　麻貴 幸村ダンススクール 兵庫 Ａ

66 川本　慶拓 川本　やちこ ダンススタジオ カワモト 京都 Ａ

67 坂井　省仁 丹原　雅美 コジマダンスアカデミー 岡山 Ｃ

68 浪下　博主 金居　陽子 Ｎａｍｉ　ダンススタジオ 愛媛 Ａ

69 鍵本　浩也 森谷　恵子 コジマダンスアカデミー 岡山 Ｂ

選手権 ＣＳＲＰ（Ｊ）

番号 勤務教室 所属県 級

1 白井　鷹征 泉　侑希 サード・ダンススクール 埼玉 Ａ

2 鈴木　康友 鈴木　海美 高円寺毛塚ダンス教室 東京 Ａ

3 中村　将太 中村　雪 S＆Ｙナカムラダンススタジオ 山口 Ａ

4 西本　圭佑 重永　萌 河内正人ダンススタジオ 京都 Ｃ

5 加地　卓 町田　恵深 スタジオダンスウェーブ 埼玉 Ａ

6 細目　恭弘 武本　理絵 サード・ダンススクール 東京 Ａ

7 伊藤　英裕 伊藤　美穂 白幡ダンススクール 東京 Ａ

8 笹生　法章 笹生　晶子 笹生ダンススタジオ 神奈川 Ａ

9 鍵本　浩也 森谷　恵子 コジマダンスアカデミー 岡山 Ａ

10 加藤　義人 小林　維斗 二ツ森亨ダンスアカデミー 東京 Ａ

11 奥野　功士 本田　和代 滋賀ボールルームダンススクール 滋賀 Ａ

12 木下　聡明 山内　砂穂 木下ダンスワールド 東京 Ａ

13 野田　和総 川辺　香津子 野田和総ダンススクール 京都 Ｂ

14 溝上　正幸 杉谷　美樹 海宝ダンススクール 東京 Ａ

15 山中　利通 山中　麻貴 幸村ダンススクール 兵庫 Ａ

16 松本 悠 北野　恵 ダンス教室エイト 福岡 Ａ

17 大坂　宜史 佐々木　由季子 TOYS　DANCE　PLACE 静岡 Ａ

18 徳田　博憲 徳田　円香 ナガヤシンゴダンススタジオ 北海道 Ａ

19 羽村　康弘 中原　千景 羽村ダンススクール 東京 Ｂ

20 前田　晃弘 樫原　千香子 名谷ダンススタジオ 兵庫 Ｃ

21 田中　航介 成澤　夏帆 大塚出ダンススクール 東京 Ａ

22 大野　雅俊 神崎　美棹 ダンススタジオ ラ・フェリ 東京 Ａ

23 武内　要 吳　采禛 シンカワダンススタジオ 長崎 Ａ

24 浪下　博主 金居　陽子 Ｎａｍｉ　ダンススタジオ 愛媛 Ａ

 選手名



25 中川　真仁 横井　まりね 矢部行英ダンスカンパニー 栃木 Ａ

26 新屋敷　善史 山本　玲子 Shinyashiki Dance Study 岡山 Ａ

27 森　昌太 沖本　梨江 ミヤジマヒデユキダンススクール 東京 Ａ

28 平岡　雅司 藤本　亜弥 平岡ダンススクール 千葉 Ｃ

29 川本　慶拓 川本　やちこ ダンススタジオ カワモト 京都 Ａ

30 遠藤　健一郎 遠藤　知美 M.トモミスポーツダンスクラブ 埼玉 Ａ

31 木本　慎吾 齊藤　綾華 ダンスカレッジ木本 大阪 Ａ

32 歩浜　敏夫 松浦　のぞみ ケヅカテツオダンスアカデミー 東京 Ａ

33 手塚　忍 麗伽 手塚ダンススタジオ／Healingart dance academy 東京 Ａ

34 槇　建大郎 福吉　由利子 イシカワヒロユキダンススタジオ 東京 Ａ

ライジング ＣＳＲ

番号 勤務教室 所属県 級

2 鈴木　康友 鈴木　海美 高円寺毛塚ダンス教室 東京 Ａ

4 西本　圭佑 重永　萌 河内正人ダンススタジオ 京都 Ｃ

7 伊藤　英裕 伊藤　美穂 白幡ダンススクール 東京 Ａ

9 鍵本　浩也 森谷　恵子 コジマダンスアカデミー 岡山 Ａ

13 野田　和総 川辺　香津子 野田和総ダンススクール 京都 Ｂ

16 松本 悠 北野　恵 ダンス教室エイト 福岡 Ａ

18 徳田　博憲 徳田　円香 ナガヤシンゴダンススタジオ 北海道 Ａ

21 田中　航介 成澤　夏帆 大塚出ダンススクール 東京 Ａ

23 武内　要 吳　采禛 シンカワダンススタジオ 長崎 Ａ

26 新屋敷　善史 山本　玲子 Shinyashiki Dance Study 岡山 Ａ

27 森　昌太 沖本　梨江 ミヤジマヒデユキダンススクール 東京 Ａ

29 川本　慶拓 川本　やちこ ダンススタジオ カワモト 京都 Ａ

31 木本　慎吾 齊藤　綾華 ダンスカレッジ木本 大阪 Ａ

33 手塚　忍 麗伽 手塚ダンススタジオ／Healingart dance academy 東京 Ａ

 選手名


