
入賞者一覧表

開催会場：　ファーストプレイス東京

主主 催 者： ＪＣＦ東部総局
開開 催 ⽇： 平成３０年４⽉１⽇

□ ﾌﾟﾛ東部日本ﾌﾟﾚﾐｱﾘｰｸﾞﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ 出場：出場：22組
優　勝 Shao Shuai      田中　彩恵⽥中 彩恵      Dance PATIO T&T 
準優勝 水出　光⽔出 光        雨宮　可奈⾬宮 可奈      矢部行英ダンスカ
第３位 三上　和久三上 和久      川又　千佳川⼜ 千佳      サード・ダンスス
第４位 小平　寛⼩平 寛        上村　美保上村 美保      コダイラヒロシダ
第５位 石原　正敏⽯原 正敏      横山　晴巳横⼭ 晴⺒      サード・ダンスス
第６位 池本　規恒池本 規恒      樫本　真実樫本 真実      イケモトダンスワ
第７位 小野　大輔⼩野 ⼤輔      中村　佳菜中村 佳菜      サード・ダンスス

□ ﾌﾟﾛ東部日本ﾌｧｰｽﾄﾘｰｸﾞﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ 出場：出場：14組
優　勝 池田　彰宏池⽥ 彰宏      小島　律子⼩島 律⼦      池田ダンススタジ
準優勝 平岡　雅司平岡 雅司      藤本　亜弥藤本 亜弥      平岡ダンススクー
第３位 宮川　祐也宮川 祐也      宮川　友里子宮川 友⾥⼦    チャオダンススタ
第４位 松下　吉志松下 吉志      千波　杏奈千波 杏奈      アマノダンスアカ
第５位 世古宗　弘一世古宗 弘⼀    世古宗　友子世古宗 友⼦    セコムネセコムネ ダンス 
第６位 鈴木　康友鈴⽊ 康友      鈴木　海美鈴⽊ 海美      高円寺⾼円寺 ⽑塚ダン 

□ ﾌﾟﾛ東部日本ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｽﾀｰﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ出場：出場：8組
優　勝 保坂　直伸保坂 直伸      保坂　佳奈保坂 佳奈      SOCIAL DANCING C
準優勝 石川　浩之⽯川 浩之      菅野　純代菅野 純代      イシカワヒロユキ
第３位 有原　良義有原 良義      前田　馨前⽥ 馨        笹生ダンススタジ
第４位 松下　吉志松下 吉志      千波　杏奈千波 杏奈      アマノダンスアカ
第５位 大竹　道雄⼤⽵ 道雄      高田　美穂子⾼⽥ 美穂⼦    オオタケダンスス
第６位 迎　孝迎 孝          永野　瑞穂永野 瑞穂      STAR ROAD DANCE 

□ ﾌﾟﾛＢ級ｼﾆｱｽﾀｰﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ 出場：出場：7組
優　勝 中下　廣中下 廣        田中　ゆう子⽥中 ゆう⼦    サード・ダンスス
準優勝 迎　孝迎 孝          永野　瑞穂永野 瑞穂      STAR ROAD DANCE 



第３位 天野　功天野 功        天野　麻美子天野 ⿇美⼦    アマノダンススク
第４位 勝俣　広勝俣 広        札　京子札 京⼦        蔵の街ダンススタ
第５位 安井　建安井 建        中川　洋子中川 洋⼦      ダンススタジオダンススタジオ  
第６位 佐久間　重行佐久間 重⾏    渋谷　春美渋⾕ 春美      市原ダンススクー
第７位 佐々木　辰美佐々⽊ ⾠美    田口登紀子⽥⼝登紀⼦      タツミダンススタ

□ ﾌﾟﾛＣ級ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ 出場：出場：14組
優　勝 有原　良義有原 良義      前田　馨前⽥ 馨        笹生ダンススタジ
準優勝 平岡　雅司平岡 雅司      藤本　亜弥藤本 亜弥      平岡ダンススクー
第３位 大内　孝則⼤内 孝則      松岡　礼松岡 礼        松竹ダンスプラザ
第４位 杉村　浩也杉村 浩也      山梨　智美⼭梨 智美      スタジオスタジオWITHテラ
第５位 田中　航介⽥中 航介      成澤　夏帆成澤 夏帆      大塚出ダンススク
第６位 中下　廣中下 廣        田中　ゆう子⽥中 ゆう⼦    サード・ダンスス

□ ﾌﾟﾛＤ級ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ 出場：出場：7組
優　勝 有原　良義有原 良義      前田　馨前⽥ 馨        笹生ダンススタジ
準優勝 芝崎　剣一芝崎 剣⼀      石黒　織恵⽯⿊ 織恵      Dance PATIO T＆T
第３位 河合　雄大河合 雄⼤      磯江　麻衣磯江 ⿇⾐      フジワラダンスア
第４位 佐久間　重行佐久間 重⾏    渋谷　春美渋⾕ 春美      市原ダンススクー
第５位 坂本　裕次坂本 裕次      染谷　知子染⾕ 知⼦                      
第６位 小野寺　国市⼩野寺 国市    藤井　洋子藤井 洋⼦      KSCダンススタジ 
第７位 日高　清年⽇⾼ 清年      日高　愛子⽇⾼ 愛⼦      ワールドダンスフ

□ ﾌﾟﾛ東部日本ﾌﾟﾚﾐｱﾘｰｸﾞﾗﾃﾝ 出場：出場：9組
優　勝 歩浜　敏夫歩浜 敏夫      松浦　のぞみ松浦 のぞみ    ケヅカテツオダン
準優勝 加藤　義人加藤 義⼈      小林　維斗⼩林 維⽃      二ﾂ森亨ダンスア⼆ﾂ森亨ダンスア 
第３位 溝上　正幸溝上 正幸      杉谷　美樹杉⾕ 美樹      海宝ダンススクー
第４位 森　昌太森 昌太        沖本　梨江沖本 梨江      ミヤジマヒデユキ
第５位 田中　航介⽥中 航介      成澤　夏帆成澤 夏帆      大塚出ダンススク
第６位 木本　慎吾⽊本 慎吾      齊藤　綾華⿑藤 綾華      ダンスカレッジ木
第７位 鈴木　康友鈴⽊ 康友      鈴木　海美鈴⽊ 海美      高円寺⾼円寺 ⽑塚ダン 

□ ﾌﾟﾛ東部日本ﾌｧｰｽﾄﾘｰｸﾞﾗﾃﾝ 出場：出場：1組
優　勝 木本　慎吾⽊本 慎吾      齊藤　綾華⿑藤 綾華      ダンスカレッジ木



□ ﾌﾟﾛ東部日本ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｽﾀｰﾗﾃﾝ 出場：出場：6組
優　勝 田中　航介⽥中 航介      成澤　夏帆成澤 夏帆      大塚出ダンススク
準優勝 木本　慎吾⽊本 慎吾      齊藤　綾華⿑藤 綾華      ダンスカレッジ木
第３位 瑞慶覧　長明瑞慶覧 ⻑明    狩野　明日香狩野 明⽇⾹    タカハシトシアキ
第４位 武田　葵武⽥ 葵        坪井　みみ坪井 みみ      サード・ダンスス
第５位 安井　建安井 建        中川　洋子中川 洋⼦      ダンススタジオダンススタジオ  
第６位 打越　美智夫打越 美智夫    打越　珠恵打越 珠恵      ウチコシミチオダ

□ ﾌﾟﾛＢ級ﾗﾃﾝ 出場：出場：6組
優　勝 平岡　雅司平岡 雅司      藤本　亜弥藤本 亜弥      平岡ダンススクー
準優勝 武田　葵武⽥ 葵        坪井　みみ坪井 みみ      サード・ダンスス
第３位 亘　肇夫亘 肇夫        湯浅　奈緒子湯浅 奈緒⼦                    
第４位 金久保　幸夫⾦久保 幸夫    勝山　エミ勝⼭ エミ                      
第５位 石川　典哉⽯川 典哉      石川　奈津子⽯川 奈津⼦    ダンススクールダンススクール  
第６位 山城　徹⼭城 徹        野口　ケイコ野⼝ ケイコ                    

□ ﾌﾟﾛＣ級ﾗﾃﾝ 出場：出場：7組
優　勝 平岡　雅司平岡 雅司      藤本　亜弥藤本 亜弥      平岡ダンススクー
準優勝 石川　典哉⽯川 典哉      石川　奈津子⽯川 奈津⼦    ダンススクールダンススクール  
第３位 亘　肇夫亘 肇夫        湯浅　奈緒子湯浅 奈緒⼦                    
第４位 山城　徹⼭城 徹        野口　ケイコ野⼝ ケイコ                    
第５位 坂本　裕次坂本 裕次      染谷　知子染⾕ 知⼦                      
第６位 一條　正雄⼀條 正雄      小林　良子⼩林 良⼦                      
第７位 髙田　信行髙⽥ 信⾏      嶋田　弥生嶋⽥ 弥⽣      タカダダンススク

□ ﾌﾟﾛＤ級ﾗﾃﾝ 出場：出場：1組
優　勝 石川　典哉⽯川 典哉      石川　奈津子⽯川 奈津⼦    ダンススクールダンススクール  


