
⼊賞者⼀覧表

開催会場： 都⽴産業貿易センター台東館５Ｆ
主 催 者： ＮＰＯ法⼈ＪＣＦ東部総局
開 催 ⽇： 平成３０年１⽉１４⽇

□ ﾌﾟﾛ東部⽇本10ダンス選⼿権(総合）出場：14組
優 勝 加藤 義⼈      ⼩林 維⽃      ⼆ﾂ森亨ダンスア 
優    勝 森 昌太        沖本 梨江      ミヤジマヒデユキ
第３位 伊藤 英裕      伊藤 美穂      ⽩幡ダンススクー
第４位 鈴⽊ 康友      鈴⽊ 海美      ⾼円寺 ⽑塚ダン 
第５位 加藤 眞⼀      秋⾕ くみ      ダンス⼤塚会館  
第 5 位 ⽊下 聡明      ⼭内 砂穂      ⽊下ダンスワール

□ ﾌﾟﾛ東部⽇本10ダンス選⼿権(W)出場：14組
優 勝 宮川 祐也      宮川 友⾥⼦    チャオダンススタ
準優勝 森 昌太        沖本 梨江      ミヤジマヒデユキ
第３位 加藤 義⼈      ⼩林 維⽃      ⼆ﾂ森亨ダンスア 
第４位 伊藤 英裕      伊藤 美穂      ⽩幡ダンススクー
第５位 ⽻村 康弘      中原 千景      ⽻村ダンススクー
第６位 鈴⽊ 康友      鈴⽊ 海美      ⾼円寺 ⽑塚ダン 

□ ﾌﾟﾛ東部⽇本10ダンス選⼿権(T)出場：14組
優 勝 宮川 祐也      宮川 友⾥⼦    チャオダンススタ
準優勝 森 昌太        沖本 梨江      ミヤジマヒデユキ
第３位 加藤 義⼈      ⼩林 維⽃      ⼆ﾂ森亨ダンスア 
第４位 伊藤 英裕      伊藤 美穂      ⽩幡ダンススクー
第５位 鈴⽊ 康友      鈴⽊ 海美      ⾼円寺 ⽑塚ダン 
第６位 ⽻村 康弘      中原 千景      ⽻村ダンススクー

□ ﾌﾟﾛ東部⽇本10ダンス選⼿権(V)出場：14組
優 勝 宮川 祐也      宮川 友⾥⼦    チャオダンススタ
準優勝 森 昌太        沖本 梨江      ミヤジマヒデユキ
第３位 加藤 義⼈      ⼩林 維⽃      ⼆ﾂ森亨ダンスア 
第４位 伊藤 英裕      伊藤 美穂      ⽩幡ダンススクー
第５位 ⽻村 康弘      中原 千景      ⽻村ダンススクー



第６位 岩⽥ 亮⼆      加ʯ加ʯ 万智      ⻘柳ダンスアカデ

□ ﾌﾟﾛ東部⽇本10ダンス選⼿権(F)出場：14組
優 勝 宮川 祐也      宮川 友⾥⼦    チャオダンススタ
準優勝 伊藤 英裕      伊藤 美穂      ⽩幡ダンススクー
第３位 森 昌太        沖本 梨江      ミヤジマヒデユキ
第４位 加藤 義⼈      ⼩林 維⽃      ⼆ﾂ森亨ダンスア 
第５位 ⽻村 康弘      中原 千景      ⽻村ダンススクー
第６位 鈴⽊ 康友      鈴⽊ 海美      ⾼円寺 ⽑塚ダン 

□ ﾌﾟﾛ東部⽇本10ダンス選⼿権(Q)出場：14組
優 勝 宮川 祐也      宮川 友⾥⼦    チャオダンススタ
準優勝 森 昌太        沖本 梨江      ミヤジマヒデユキ
第３位 加藤 義⼈      ⼩林 維⽃      ⼆ﾂ森亨ダンスア 
第４位 伊藤 英裕      伊藤 美穂      ⽩幡ダンススクー
第５位 鈴⽊ 康友      鈴⽊ 海美      ⾼円寺 ⽑塚ダン 
第６位 ⽻村 康弘      中原 千景      ⽻村ダンススクー

□ ﾌﾟﾛ東部⽇本10ダンス選⼿権(C)出場：13組
優 勝 加藤 義⼈      ⼩林 維⽃      ⼆ﾂ森亨ダンスア 
準優勝 森 昌太        沖本 梨江      ミヤジマヒデユキ
第３位 伊藤 英裕      伊藤 美穂      ⽩幡ダンススクー
第４位 鈴⽊ 康友      鈴⽊ 海美      ⾼円寺 ⽑塚ダン 
第５位 瑞慶覧 ⻑明    狩野 明⽇⾹    タカハシトシアキ
第６位 加藤 眞⼀      秋⾕ くみ      ダンス⼤塚会館  
第７位 ⽊下 聡明      ⼭内 砂穂      ⽊下ダンスワール

□ ﾌﾟﾛ東部⽇本10ダンス選⼿権(S)出場：13組
優 勝 加藤 義⼈      ⼩林 維⽃      ⼆ﾂ森亨ダンスア 
準優勝 森 昌太        沖本 梨江      ミヤジマヒデユキ
第３位 伊藤 英裕      伊藤 美穂      ⽩幡ダンススクー
第４位 瑞慶覧 ⻑明    狩野 明⽇⾹    タカハシトシアキ
第５位 鈴⽊ 康友      鈴⽊ 海美      ⾼円寺 ⽑塚ダン 
第６位 ⽊下 聡明      ⼭内 砂穂      ⽊下ダンスワール
第７位 加藤 眞⼀      秋⾕ くみ      ダンス⼤塚会館  



□ ﾌﾟﾛ東部⽇本10ダンス選⼿権(R)出場：13組
優 勝 加藤 義⼈      ⼩林 維⽃      ⼆ﾂ森亨ダンスア 
準優勝 森 昌太        沖本 梨江      ミヤジマヒデユキ
第３位 伊藤 英裕      伊藤 美穂      ⽩幡ダンススクー
第４位 鈴⽊ 康友      鈴⽊ 海美      ⾼円寺 ⽑塚ダン 
第５位 瑞慶覧 ⻑明    狩野 明⽇⾹    タカハシトシアキ
第６位 ⽊下 聡明      ⼭内 砂穂      ⽊下ダンスワール
第７位 加藤 眞⼀      秋⾕ くみ      ダンス⼤塚会館  
第８位 岩崎 祐⼀      三井 なおみ    Ｍ・トモミスポー

□ ﾌﾟﾛ東部⽇本10ダンス選⼿権(P)出場：13組
優 勝 加藤 義⼈      ⼩林 維⽃      ⼆ﾂ森亨ダンスア 
準優勝 森 昌太        沖本 梨江      ミヤジマヒデユキ
第３位 伊藤 英裕      伊藤 美穂      ⽩幡ダンススクー
第４位 加藤 眞⼀      秋⾕ くみ      ダンス⼤塚会館  
第５位 鈴⽊ 康友      鈴⽊ 海美      ⾼円寺 ⽑塚ダン 
第６位 ⽊下 聡明      ⼭内 砂穂      ⽊下ダンスワール
第７位 瑞慶覧 ⻑明    狩野 明⽇⾹    タカハシトシアキ

□ ﾌﾟﾛ東部⽇本10ダンス選⼿権(J)出場：13組
優 勝 加藤 義⼈      ⼩林 維⽃      ⼆ﾂ森亨ダンスア 
準優勝 森 昌太        沖本 梨江      ミヤジマヒデユキ
第３位 伊藤 英裕      伊藤 美穂      ⽩幡ダンススクー
第４位 瑞慶覧 ⻑明    狩野 明⽇⾹    タカハシトシアキ
第５位 鈴⽊ 康友      鈴⽊ 海美      ⾼円寺 ⽑塚ダン 
第６位 ⽊下 聡明      ⼭内 砂穂      ⽊下ダンスワール
第７位 加藤 眞⼀      秋⾕ くみ      ダンス⼤塚会館  

□ ﾌﾟﾛ東部⽇本ｼﾆｱｽﾀｰﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ選⼿権出場：9組
優 勝 ⽯川 浩之      菅野 純代      イシカワヒロユキ
準優勝 渡辺 勝彦      加島 久乃      渡辺勝彦ダンス教
第３位 ⽻村 康弘      中原 千景      ⽻村ダンススクー
第４位 天野 功        天野 ⿇美⼦    アマノダンススク
第５位 三上 芳弘      ⼩⼭ 百合⼦    ダンススクールエ
第６位 打越 美智夫    打越 珠恵      ウチコシミチオダ



□ ﾌﾟﾛ東部⽇本ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｽﾀｰ・B選⼿権出場：11組
優 勝 ⽯川 浩之      菅野 純代      イシカワヒロユキ
準優勝 鈴⽊ 康友      鈴⽊ 海美      ⾼円寺 ⽑塚ダン 
第３位 岩⽥ 亮⼆      加ʯ加ʯ 万智      ⻘柳ダンスアカデ
第４位 佐久間 重⾏    渋⾕ 春美      市原ダンススクー
第５位 岡崎 可寿智    ⽮ʯ⽮ʯ 芳⼦                      
第６位 ⾦久保 幸夫    勝⼭ エミ                      

□ プロＢ級ボールルーム出場：14組
優 勝 平岡 雅司      藤本 亜弥      平岡ダンススクー
準優勝 ⻑島 ⽞起      鈴⽊ 英⾹      タカマツダンスス
第３位 天野 功        天野 ⿇美⼦    アマノダンススク
第４位 杉村 浩也      ⼭梨 智美      スタジオWITHテラ
第５位 今野 郁広      今野 真利⼦    ダンススクール K
第６位 加藤 眞⼀      秋⾕ くみ      ダンス⼤塚会館  

□ プロＣ級ボールルーム出場：8組
優 勝 平岡 雅司      藤本 亜弥      平岡ダンススクー
準優勝 杉村 浩也      ⼭梨 智美      スタジオWITHテラ
第３位 ⼤内 孝則      松岡 礼        松⽵ダンスプラザ
第４位 今野 郁広      今野 真利⼦    ダンススクール K
第５位 武⽥ 葵        坪井 みみ      サードダンススク
第６位 川⼝ 剛        ⼩林 春⾹                      

□ プロＤ級ボールルーム出場：3組
優 勝 佐久間 重⾏    渋⾕ 春美      市原ダンススクー
準優勝 野⽥ 庄司      島岡 多恵⼦    NODAダンススクー
第３位 ⼩野寺 国市    藤井 洋⼦      KSCダンススタジ 

□ プロＢ級ラテンアメリカン出場：6組
優 勝 平岡 雅司      藤本 亜弥      平岡ダンススクー
準優勝 武⽥ 葵        坪井 みみ      サードダンススク
第３位 亘 肇夫        湯浅 奈緒⼦                    
第４位 ⽻村 康弘      中原 千景      ⽻村ダンススクー
第５位 ⾦久保 幸夫    勝⼭ エミ                      



第６位 市⽑ 秀明      ⽵下 由紀⼦    ⼿塚ダンススタジ

□ プロＣ級ラテンアメリカン出場：4組
優 勝 平岡 雅司      藤本 亜弥      平岡ダンススクー
準優勝 亘 肇夫        湯浅 奈緒⼦                    
第３位 坂本 裕次      染⾕ 知⼦                      
第４位 髙⽥ 信⾏      嶋⽥ 弥⽣      タカダダンススク


