
入賞者一覧表    

    

開催会場： イコス上尾    

主 催 者： ＮＰＯ法人ＪＣＦ東部総局埼玉県支局    

開 催 日： 令和元年５月２６日    

    

□ プロ関東ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ選手権 出場：8組   

優 勝 西原 光熙       西原 典子       ニシハラコウキダ 

準優勝 有原 良義       前田 馨         笹生ダンススタジ 

第３位 正藤 隆史       正藤 智子       正藤ダンススクー 

第４位 石川 浩之       菅野 純代       イシカワヒロユキ 

第５位 宮川 祐也       秋元 奈美       チャオダンススタ 

第６位 一条 まこと     一条 みわこ     一条ダンススタジ 

第７位 吉田 貴裕       田中 真琴       Y'S ダンス メイ  

    

□ プロ関東ｼﾆｱｽﾀｰﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ選手権 出場：6組   

優 勝 石川 浩之       菅野 純代       イシカワヒロユキ 

準優勝 栗原 秀雄       大山 聡子       栗原ダンス倶楽部 

第３位 一条 まこと     一条 みわこ     一条ダンススタジ 

第４位 吉川 雅博       木村 まり子     スタジオ R        

第５位 杉山 勇         杉山 美樹       ダンスアート杉山 

第６位 金久保 幸夫     勝山 エミ                        

    

□ プロＢ級ボールルーム 出場：9組   

優 勝 山本 千博       大吉 優華       サード・ダンスス 

準優勝 平岡 雅司       藤本 亜弥       平岡ダンススクー 

第３位 高橋 正明       高橋 ルミ       タカハシマサアキ 

第４位 長島 玄起       鈴木 英香       タカマツダンスス 

第５位 安井 建         中川 洋子       ダンススタジオ   

第６位 加藤 眞一       秋谷 くみ       ダンス大塚会館   

    

□ プロＢ級ｼﾆｱｽﾀｰボールルーム 出場：11組   

優 勝 高橋 正明       高橋 ルミ       タカハシマサアキ 

準優勝 勝俣 広         札 京子         札 京子ダンスス  

第３位 安井 建         中川 洋子       ダンススタジオ   

第４位 川口 剛         小林 春香                        

第５位 岡崎 可寿智     矢  芳子       ダンスステーショ 



第６位 藤井 柳樹 丸山 雅子 藤井ダンススクー 

□ プロＣ級ボールルーム 出場：11組

優 勝 勝俣 広 札 京子 札 京子ダンスス 

準優勝 高橋 正明 高橋 ルミ タカハシマサアキ

第３位 藤井 洋介 日向 玲奈 Arthur Murray So 

第４位 大内 孝則 松岡 礼 松竹ダンスプラザ 

第５位 伊藤 毅 伊藤 ハルミ T-Dance Square

第６位 河合 雄大 磯江 麻衣 フジワラダンスア

□ プロＤＮ級ボールルーム 出場：3組

優 勝 藤井 洋介 日向 玲奈 Arthur Murray So 

準優勝 河合 雄大 磯江 麻衣 フジワラダンスア

第３位 日高 清年 角山 明美 ワールドダンスフ

□ ﾌﾟﾛ関東ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ選手権 出場：8組

優 勝 槇 建大郎 福吉 由利子    

準優勝 藤井 洋介 日向 玲奈 Arthur Murray So 

第３位 武内 要 呉　采禛 シンカワダンスス

第４位 平岡 雅司    藤本 亜弥 平岡ダンススクー 

第５位 加藤 眞一 秋谷 くみ ダンス大塚会館   

第６位 石川 典哉 石川 奈津子    ダンススクール   

□ プロＢ級ラテンアメリカン 出場：5組

優 勝 藤井 洋介 日向 玲奈 Arthur Murray So 

準優勝 武田 葵 坪井 みみ サード・ダンスス

第３位 石川 典哉 石川 奈津子    ダンススクール  

第４位 金久保 幸夫    勝山 エミ

第５位 髙田 信行 嶋田 弥生 タカダダンススク

□ プロＣ級ラテンアメリカン 出場：8組

優 勝 藤井 洋介 日向 玲奈 Arthur Murray So 

準優勝 山本 千博 大吉 優華 サード・ダンスス

第３位 伊藤 毅 伊藤 ハルミ T-Dance Square

第４位 石川 典哉 石川 奈津子    ダンススクール   

第５位 杵渕 浩 田中 恵梨香    ダンス学園ウィー 

第６位 斉藤 純一 藤原 洸子 サイトウダンスス



    

□ プロＤＮ級ラテンアメリカン 出場：3組   

優 勝 杵渕 浩         田中 恵梨香     ダンス学園ウィー 

準優勝 斉藤 純一       藤原 洸子       サイトウダンスス 

第３位 藤本 英一       近藤 日奈子     フジモトソシアル 

    

□ アマ関東ボールルーム選手権 出場：16組   

優 勝 今枝 義昌       今枝 安芸子     東京都           

準優勝 西 幸作         田上 ユミ       埼玉県           

第３位 太田 重人       土屋 礼子       埼玉県           

第４位 細田 孝         細田 鈴子       埼玉県           

第５位 加藤 実         加藤 霞         埼玉県           

第６位 齋藤 実         齋藤 千枝子     東京都           

    

□ アマＡ級ｼﾆｱｽﾀｰ６５ボールルーム 出場：30組   

優 勝 石塚 文夫       富田 邦子       埼玉県           

準優勝 太田 孝         杉村 登美子     千葉県           

第３位 関 俊夫         鈴木 省子       東京都           

第４位 吉田 篤正       吉田 晃子       神奈川県         

第５位 輿水 洋一       輿水 由美子     千葉県           

第６位 藤江 貞治       藤江 加代子     神奈川県         

    

□ アマＡ級ｼﾆｱｽﾀｰ５５ボールルーム 出場：24組   

優 勝 小川 芳彦       佐藤 悦子       千葉県           

準優勝 佐藤 弘美       安達 玲子       神奈川県         

第３位 加藤 実         加藤 霞         埼玉県           

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 小島 政廣       臼井 登美江     神奈川県         

    

□ アマＢ級ボールルーム 出場：21組   

優 勝 永浜 英一郎     青山 千佳       東京都           

準優勝 岩端 誠士       伊藤 裕美       東京都           

第３位 内山 登         春山 富美子     埼玉県           

第４位 福岡 周一郎     相場 節子       東京都           

第５位 堀井 正和       渡邉 冷子       埼玉県           

第６位 山口 明         広瀬 小枝子     埼玉県           



    

□ アマＢ級ｼﾆｱｽﾀｰ６５ボールルーム 出場：36組   

優 勝 長谷川 秀樹     長谷川 和子     千葉県           

準優勝 川島 秀敏       川島 恵子       千葉県           

第３位 山田 敏司       坂本 泉美       東京都           

第４位 山崎 昇義       関口 孝子       埼玉県           

第５位 堀井 正和       渡邉 冷子       埼玉県           

第６位 山口 明         広瀬 小枝子     埼玉県           

    

□ アマＢ級ｼﾆｱｽﾀｰ５５ボールルーム 出場：22組   

優 勝 太田 重人       土屋 礼子       埼玉県           

準優勝 堀井 正和       渡邉 冷子       埼玉県           

第３位 山崎 昇義       関口 孝子       埼玉県           

第４位 福岡 周一郎     相場 節子       東京都           

第５位 中村 賀保       浜田 加津代     埼玉県           

第６位 山田 敏司       坂本 泉美       東京都           

第７位 川口 守         瓜生 房子       埼玉県           

第８位 明田川 幸治     正木 恭子       埼玉県           

第９位 田村 功         田村 敏子       神奈川県         

    

□ アマＣ級ボールルーム 出場：16組   

優 勝 下岡 ヘンリー   安藤 友里恵     東京都           

準優勝 和田 直也       和田 香織       東京都           

第３位 吉澤 幸男       安斎 敏子       埼玉県           

第４位 岡田 晶己       岡田 眞利子     神奈川県         

第５位 遊馬 健一       小平 節子       埼玉県           

第６位 石井 克侑       浦田 克枝       神奈川県         

第７位 金子 弘明       宮本 信代       埼玉県           

    

□ アマＣ級ｼﾆｱｽﾀｰ５５ボールルーム 出場：6組   

優 勝 小杉山 博信     觸澤 美智代     千葉県           

準優勝 遊馬 健一       小平 節子       埼玉県           

第３位 石井 克侑       浦田 克枝       神奈川県         

第４位 山鹿 勇         染野 安子       埼玉県           

第５位 金子 弘明       宮本 信代       埼玉県           

第６位 西園 利明       小山 誠子       埼玉県           

    



□ アマＤ級ボールルーム 出場：6組   

優 勝 中村 義一       堺井 邦代       千葉県           

準優勝 齊藤 登美生     中田 幸子       千葉県           

第３位 西園 利明       小山 誠子       埼玉県           

第４位 牛田 三男       鉄羅 まさ子     埼玉県           

第５位 長井 壽満       保志 里子       東京都           

第６位 石田 英三       城所 政子       神奈川県         

    

□ アマＥ級ボールルーム 出場：2組   

優 勝 牛田 三男       鉄羅 まさ子     埼玉県           

準優勝 菅原 康夫       柴山 登志子     埼玉県           

    

□ アマ関東ラテンアメリカン選手権 出場：9組   

優 勝 倉岡 貴之       白石 志織                        

準優勝 清水 淳         清水 日奈子     茨城県           

第３位 前田 信春       松本 弓子       東京都           

第４位 石塚 文夫       富田 邦子       埼玉県           

第５位 工藤 徹         千田 裕子       埼玉県           

第６位 佐久間 美津男   佐久間 寿美恵   東京都           

    

□ アマＢ級ラテンアメリカン 出場：14組   

優 勝 加藤 実         加藤 霞         埼玉県           

準優勝 八木原 猛       八木原 みえ子   東京都           

第３位 川島 秀明       川島 美紀       千葉県           

第４位 小島 政廣       臼井 登美江     神奈川県         

第５位 岡田 晶己       岡田 眞利子     神奈川県         

第６位 行木 徹         行木 義子       千葉県           

第７位 辻 省吾         倉品 俊子       埼玉県           

第８位 藤江 貞治       藤江 加代子     神奈川県         

    

□ アマＣ級ラテンアメリカン 出場：11組   

優 勝 平田 幸三       西川 美智子     神奈川県         

準優勝 佐藤 洋平       佐藤 未沙子     神奈川県         

第３位 山崎 昇義       関口 孝子       埼玉県           

第４位 倉智 司         倉智 みどり     東京都           

第５位 山口 明         広瀬 小枝子     埼玉県           

第６位 萩原 俊二       萩原 陽子       東京都           



    

□ アマＤ級ラテンアメリカン 出場：6組   

優 勝 下岡 ヘンリー   安藤 友里恵     東京都           

準優勝 角田 富重       竹内 啓子       長野県           

第３位 永浜 英一郎     青山 千佳       東京都           

第４位 牧野 和博       高井 静江       山梨県           

第５位 亀井 健二       末武 美鈴       神奈川県         

第６位 齊藤 登美生     中田 幸子       千葉県           

    

□ アマＥ級ラテンアメリカン 出場：3組   

優 勝 角田 富重       竹内 啓子       長野県           

準優勝 永浜 英一郎     青山 千佳       東京都           

第３位 青山 匠         成田 紀子       北海道           

    

□ アマオープン競技会（Ｗ） 出場：13組   

優 勝 細田孝           三上祐子         埼玉県           

準優勝 岩端誠士         千田裕子         東京都           

第３位 内山登           石川美紀代       埼玉県           

第４位 加藤実           望月さちこ       埼玉県           

第５位 和田直也         下村京子         東京都           

第６位 嵐田源二         森位友貴         東京都           

    

□ アマオープン競技会（Ｔ） 出場：13組   

優 勝 細田孝           三上祐子         埼玉県           

準優勝 内山登           石川美紀代       埼玉県           

第３位 岩端誠士         下村京子         東京都           

第４位 和田直也         森位友貴         東京都           

第５位 加藤実           増田朝子         埼玉県           

第６位 堀部健           堀部久子                          

第７位 Hammes Thomas    太田陽子         東京都           

    

□ アマオープン競技会（Ｆ） 出場：12組   

優 勝 細田孝           三上祐子         埼玉県           

準優勝 内山登           春山富美子       埼玉県           

第３位 加藤実           増田ちよ子       埼玉県           

第４位 岩端誠士         和田香織         東京都           

第５位 嵐田源二         太田陽子         東京都           



第６位 Hammes Thomas    森位友貴         東京都           

第７位 堀部健           堀部久子                          

    

□ アマオープン競技会（Ｃ） 出場：8組   

優 勝 佐藤広明         下村京子         東京都           

準優勝 岩端誠士         森位友貴         東京都           

第３位 加藤実           加藤霞           埼玉県           

第４位 佐久間美津男     佐久間寿美恵     東京都           

第５位 Hammes Thomas    千田裕子         東京都           

第６位 保科隆彰         伊藤裕美         東京都           

    

□ アマオープン競技会（Ｓ） 出場：9組   

優 勝 佐藤広明         森位友貴         東京都           

準優勝 工藤徹           千田裕子         東京都           

第３位 岩端誠士         太田陽子         東京都           

第４位 加藤実           加藤霞           埼玉県           

第５位 佐久間美津男     佐久間寿美恵     東京都           

第６位 Hammes Thomas    伊藤裕美         東京都           

    

□ アマオープン競技会（Ｒ） 出場：8組   

優 勝 佐藤広明         森位友貴         東京都           

準優勝 岩端誠士         下村京子         東京都           

第３位 工藤徹           千田裕子         東京都           

第４位 加藤実           加藤霞           埼玉県           

第５位 長田奏紀         伊藤裕美         東京都           

第６位 Hammes Thomas    和田香織         東京都           




