
入賞者一覧表

開催会場：　桐生織物会館 織姫の間

主 催 者：　ＮＰＯ法人ＪＣＦ東部総局群馬県支局

開 催 日：　平成３０年１２月２日

□ ﾌﾟﾛ･群馬県ｼﾆｱｽﾀｰ･ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ選手権出場：9組

優　勝 吉村　真治      吉村　美恵子    アマノダンスクラ

準優勝 一条　まこと    一条　みわこ    一条ダンススタジ

第３位 迎　孝          永野　瑞穂      STAR ROAD DANCE 

第４位 栗原　秀雄      大山　聡子      栗原ダンス倶楽部

第５位 三上　芳弘      小山　百合子    ダンススクールエ

第６位 山口　慎介      古浜　志帆美    スタジオWITH寺井

第７位 杉山　勇        杉山　美樹      ダンスアート杉山

□ ﾌﾟﾛ･Ｂ級ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ 出場：7組

優　勝 有原　良義      前田　馨        笹生ダンススタジ

準優勝 高橋　正明      高橋　ルミ      タカハシマサアキ

第３位 迎　孝          永野　瑞穂      STAR ROAD DANCE 

第４位 大内　孝則      松岡　礼        松竹ダンスプラザ

第５位 石巻　健吾      中嶋　美枝子    シノダ・ソシアル

第６位 野田　庄司      島岡　多恵子    NODAダンススクー

□ ﾌﾟﾛ･Ｃ級ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ 出場：10組

優　勝 有原　良義      前田　馨        笹生ダンススタジ

準優勝 大内　孝則      松岡　礼        松竹ダンスプラザ

第３位 杉村　浩也      山梨　智美      スタジオWITHテラ

第４位 高橋　正明      高橋　ルミ      タカハシマサアキ

第５位 山本　章平      村田　真理      アクトレススポー

第６位 川口　剛        小林　春香                      

第７位 石巻　健吾      中嶋　美枝子    シノダ・ソシアル

□ ﾌﾟﾛ･Ｄ級ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ 出場：6組

優　勝 有原　良義      前田　馨        笹生ダンススタジ

準優勝 山本　章平      村田　真理      アクトレススポー

第３位 高橋　正明      高橋　ルミ      タカハシマサアキ

第４位 河合　雄大      磯江　麻衣      フジワラダンスア

第５位 野田　庄司      島岡　多恵子    NODAダンススクー

第６位 山城　徹        野口　ケイコ                    

□ ﾌﾟﾛ･Ｃ級ﾗﾃﾝ 出場：6組

優　勝 石川　典哉      石川　奈津子    ダンススクール  

準優勝 栗山　覚        鈴木　沙知      栗山ダンススタジ

第３位 山城　徹        野口　ケイコ                    

第４位 杵渕　浩        田中　恵梨香    ダンススポーツ学

第５位 髙田　信行      嶋田　弥生      タカダダンススク

第６位 藤本　英一      近藤　日奈子    フジモトソシアル

□ ﾌﾟﾛ･Ｄ級ﾗﾃﾝ 出場：4組

優　勝 石川　典哉      石川　奈津子    ダンススクール  

準優勝 杵渕　浩        田中　恵梨香    ダンススポーツ学



第３位 河合　雄大      磯江　麻衣      フジワラダンスア

第４位 藤本　英一      近藤　日奈子    フジモトソシアル

□ ｱﾏ･群馬県ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ選手権 出場：4組

優　勝 齋藤　実        齋藤　千枝子    東京都          

準優勝 山口　光信      吉田　美子      栃木県          

第３位 青山　匠        成田　紀子      北海道          

第４位 角田　富重      竹内　啓子      長野県          

□ ｱﾏ･ｼﾆｱｽﾀｰ･ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ 出場：8組

優　勝 齋藤　実        齋藤　千枝子    東京都          

準優勝 漆原　義明      漆原　弘子      埼玉県          

第３位 青山　匠        成田　紀子      北海道          

第４位 角田　富重      竹内　啓子      長野県          

第５位 田谷　暁雄      田谷　恵子      東京都          

□ ｱﾏ･ｼﾙﾊﾞｰｽﾀｰ･ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ 出場：10組

優　勝 漆原　義明      漆原　弘子      埼玉県          

準優勝 青山　匠        成田　紀子      北海道          

第３位 関　俊夫        鈴木　省子      東京都          

第４位 田谷　暁雄      田谷　恵子      東京都          

第５位 佐久間　利和    佐久間　恵子    東京都          

第６位 福原　芳昭      菊地　恵美子    神奈川県        

□ ｱﾏ･Ｂ級ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ 出場：13組

優　勝 橋本　泰明      水谷　裕美      神奈川県        

準優勝 池田　泰規      池田　佐知子    神奈川県        

第３位 新井　奨平      穂高　早紀      埼玉県          

第４位 桜井　進之助    桜井　重子      長野県          

第５位 福岡　周一郎    相場　節子      東京都          

第６位 木暮　高志      木暮　章子      群馬県          

第７位 山崎　昇義      安東　直子      埼玉県          

□ ｱﾏ･Ｂ級ｼﾆｱｽﾀｰ･ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ 出場：11組

優　勝 桜井　進之助    桜井　重子      長野県          

準優勝 萩原　俊二      萩原　陽子      東京都          

第３位 山田　敏司      坂本　泉美      東京都          

第４位 牧野　和博      髙井　静江      山梨県          

第５位 木暮　高志      木暮　章子      群馬県          

第６位 山崎　昇義      安東　直子      埼玉県          

□ ｱﾏ･Ｃ級ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ 出場：14組

優　勝 橋本　泰明      水谷　裕美      神奈川県        

準優勝 春山　本一      小林　きよ      埼玉県          

第３位 西村　昭宣      渡邊　理恵      神奈川県        

第４位 飯田　幹雄      中村　啓子      茨城県          

第５位 遊馬　健一      小平　節子      埼玉県          

第６位 西原　之英      津田　真理子    東京都          

□ ｱﾏ･Ｃ級ｼﾆｱｽﾀｰ･ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ 出場：9組

優　勝 中村　賀保      浜田　加津代    埼玉県          



準優勝 西村　昭宣      渡邊　理恵      神奈川県        

第３位 春山　本一      小林　きよ      埼玉県          

第４位 福本　宗茂      福本　幸代      神奈川県        

第５位 小池　正        中島　初枝      群馬県          

第６位 永井　靖治      黒臼　敏子      埼玉県          

□ ｱﾏ･Ｄ級ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ 出場：3組

優　勝 西原　之英      津田　真理子    東京都          

準優勝 永井　靖治      黒臼　敏子      埼玉県          

第３位 渡邉　寛治      渡邉　友子      埼玉県          

□ ｱﾏ･Ｎ級ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ 出場：1組

優　勝 小宮山　諒      伊村　美紅      埼玉県          

□ ｱﾏ･Ｂ級ﾗﾃﾝ 出場：6組

優　勝 長房　亮佑      松岡　杏奈      東京都          

準優勝 八木原　猛      八木原　みえ子  東京都          

第３位 齋藤　良夫      守尾　佐智子    東京都          

第４位 岩崎　勇一      中山　富子      栃木県          

第５位 川又　泰        川又　幸子      東京都          

第６位 山崎　昇義      安東　直子      埼玉県          

□ ｱﾏ･Ｃ級ﾗﾃﾝ 出場：6組

優　勝 岩丸　一郎      相川　邦子      栃木県          

準優勝 山崎　昇義      安東　直子      埼玉県          

第３位 田元　秋信      田元　とよ子    埼玉県          

第４位 春山　本一      小林　きよ      埼玉県          

第５位 中村　賀保      浜田　加津代    埼玉県          

第６位 中村　寿雄      中村　晴美      長野県          

□ ｱﾏ･Ｄ級ﾗﾃﾝ 出場：2組

優　勝 武田　日出男    渡辺　恵子      茨城県          

準優勝 キム　ヒョンオ  中村　弘美      東京都          

□ ｱﾏ･Ｎ級ﾗﾃﾝ 出場：2組

優　勝 川上　拓朗      志村　海也美    埼玉県          

準優勝 鴨川　慎平      大山　幸恵      東京都          

□ ｱﾏ･Ｅ級ﾗﾃﾝ 出場：1組

優　勝 キム　ヒョンオ  中村　弘美      東京都          


