
入賞者一覧表  

  

開催会場： 松本市総合体育館メインアリーナ  

主 催 者： ＮＰＯ法人ＪＣＦ東部総局長野県支局  

開 催 日： 令和元年８月２５日  

  

□ ﾌﾟﾛ･関東甲信越ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ選手権 出場：6組   

優 勝 恩田 時央       山本 菜歩子     サード・ダンスス 

準優勝 宮川 祐也       秋元 奈美       チャオダンススタ 

第３位 石川 浩之       菅野 純代       イシカワヒロユキ 

第４位 一条 まこと     一条 みわこ     一条ダンススタジ 

第５位 岩田 亮二       加  万智       青柳ダンスアカデ 

第６位 当麻 眞示       木村 佳代子     横浜ダンス学院   

  

□ ﾌﾟﾛ･Ａ級ｼﾆｱｽﾀｰ･ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ 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 渡辺 勝彦       加島 久乃       渡辺勝彦ダンス教 

第３位 一条 まこと     一条 みわこ     一条ダンススタジ 

第４位 当麻 眞示       木村 佳代子     横浜ダンス学院   

第５位 金久保 幸夫     勝山 エミ                        

第６位 髙田 信行       根本 美知子     タカダダンススク 

  

□ ﾌﾟﾛ･Ｂ級ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ 出場：6組   

優 勝 恩田 時央       山本 菜歩子     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 有賀 弘和       木下 美香       向山ダンスアート 

第４位 高橋 正明       高橋 ルミ       タカハシマサアキ 

第５位 大野 雅俊       神崎 美棹       ダンススタジオ   

第６位 髙田 信行       根本 美知子     タカダダンススク 

  

□ ﾌﾟﾛ･Ｂ級ｼﾆｱｽﾀｰ･ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ 出場：5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 川口 剛         小林 春香                        

第４位 野田 庄司       島岡 多恵子     NODA ダンススクー 

第５位 髙田 信行       根本 美知子     タカダダンススク 

  



□ ﾌﾟﾛ･Ｃ級ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ 出場：10組   

優 勝 高橋 正明       高橋 ルミ       タカハシマサアキ 

準優勝 有賀 弘和       木下 美香       向山ダンスアート 

第３位 田中 航介       成澤 夏帆       大塚出ダンススク 

第４位 武田 葵         坪井 みみ       サード・ダンスス 

第５位 勝俣 広         札 京子         札 京子ダンスス  

第６位 河合 雄大       磯江 麻衣       フジワラダンスア 

  

□ ﾌﾟﾛ･Ｄ級ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ 出場：3組   

優 勝 河合 雄大       磯江 麻衣       フジワラダンスア 

準優勝 山崎 信男       関口 玲子       シノダソシアルダ 

第３位 野田 庄司       島岡 多恵子     NODA ダンススクー 

  

  

□ ﾌﾟﾛ･関東甲信越ﾗﾃﾝ選手権 出場：5組   

優 勝 田中 航介       成澤 夏帆       大塚出ダンススク 

準優勝 平岡 雅司       藤本 亜弥       平岡ダンススクー 

第３位 武田 葵         坪井 みみ       サード・ダンスス 

第４位 石川 典哉       石川 奈津子     ダンススクール   

  

□ ﾌﾟﾛ･Ｂ級ﾗﾃﾝ 出場：3組   

優 勝 武田 葵         坪井 みみ       サード・ダンスス 

準優勝 石川 典哉       石川 奈津子     ダンススクール   

第３位 金久保 幸夫     勝山 エミ                        

  

□ ﾌﾟﾛ･Ｃ級ﾗﾃﾝ 出場：2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     ダンス学園ウィー 

  

□ ﾌﾟﾛ･Ｄ級ﾗﾃﾝ 出場：1組   

優 勝 杵渕 浩         田中 恵梨香     ダンス学園ウィー 

  

  

□ ｱﾏ･Ａ級ｼﾆｱ 50 ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ 出場：3組   

優 勝 山中 孝         鈴木 玉緒       埼玉県           

準優勝 黒岩 浩一       黒岩 理智子                      

第３位 石川 潔         石川 和子       神奈川県         



  

□ ｱﾏ･Ａ級ｼﾆｱ 65 ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ 出場：6組   

優 勝 角田 富重       竹内 啓子       長野県           

準優勝 山中 孝         鈴木 玉緒       埼玉県           

第３位 石川 潔         石川 和子       神奈川県         

第４位 萩原 俊二       萩原 陽子       東京都           

第５位 川又 泰         川又 幸子       東京都           

第６位 森藤 源幸       白鳥 明美                        

  

□ ｱﾏ･Ｂ級ｼﾆｱ 50 ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ 出場：7組   

優 勝 黒岩 浩一       黒岩 理智子                      

準優勝 山田 丞二       若林 三枝                        

第３位 牧野 和博       髙井 静江       山梨県           

第４位 遠藤 正道       川口 二枝       東京都           

第５位 齋藤 良夫       守尾 佐智子     東京都           

第６位 遊馬 健一       小平 節子       埼玉県           

第７位 木暮 高志       木暮 章子       群馬県           

  

□ ｱﾏ･Ｂ級ｼﾆｱ 65 ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ 出場：7組   

優 勝 南 亮一         南 典子         東京都           

準優勝 森藤 源幸       白鳥 明美                        

第３位 牧野 和博       髙井 静江       山梨県           

第４位 菊池 正         平野 尚子       埼玉県           

第５位 齋藤 良夫       守尾 佐智子     東京都           

第６位 遠藤 正道       川口 二枝       東京都           

第７位 木暮 高志       木暮 章子       群馬県           

  

□ ｱﾏ･Ｃ級ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ 出場：4組   

優 勝 勝又 友也       清水 彩美       神奈川県         

準優勝 穴山 浩         池田 成子                        

第３位 遊馬 健一       小平 節子       埼玉県           

第４位 中村 寿雄       中村 晴美       長野県           

  

□ ｱﾏ･Ｄ級ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ 出場：4組   

優 勝 小堀 正道       佐俣 幸子       埼玉県           

準優勝 内藤 孝之       井上 弘美                        

第３位 筑地 広彰       下川 ユミ子                      



第４位 吉田 保廣       吉田 明美       埼玉県           

  

□ ｱﾏ･Ｎ級ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ 出場：2組   

優 勝 勝又 友也       清水 彩美       神奈川県         

準優勝 吉田 保廣       吉田 明美       埼玉県           

  

  

□ ｱﾏ･Ａ級ｼﾆｱ 50 ﾗﾃﾝ 出場：3組   

優 勝 小堀 正道       佐俣 幸子       埼玉県           

準優勝 齋藤 良夫       守尾 佐智子     東京都           

第３位 黒岩 浩一       黒岩 理智子                      

  

□ ｱﾏ･Ｂ級ｼﾆｱ 50 ﾗﾃﾝ 出場：4組   

優 勝 黒岩 浩一       黒岩 理智子                      

準優勝 山田 丞二       若林 三枝                        

第３位 川又 泰         川又 幸子       東京都           

第４位 穴山 浩         池田 成子                        

  

□ ｱﾏ･Ｃ級ﾗﾃﾝ 出場：2組   

優 勝 萩原 俊二       萩原 陽子       東京都           

準優勝 中村 寿雄       中村 晴美       長野県           

  

□ ｱﾏ･Ｄ級ﾗﾃﾝ 出場：3組   

優 勝 角田 富重       竹内 啓子       長野県           

準優勝 内藤 孝之       井上 弘美                        

第３位 牧野 和博       髙井 静江       山梨県           

  

  

  

□ ｱﾏ･ﾄﾗｲｱﾙ(W) 出場：13組   

優 勝 高山 覚         武居 幸子                        

準優勝 牧野 和博       高井 静江                        

第３位 田中 一吉       塚田友紀                          

第４位 金井 直登       大月 利江                        

第５位 内藤 孝之       田代弘美                          

第６位 筑地 広彰       下川ユミ子                        

  



□ ｱﾏ･ﾄﾗｲｱﾙ(T) 出場：13組   

優 勝 高山 覚         武居 幸子                        

準優勝 田中 一吉       塚田友紀                          

第３位 牧野 和博       高井 静江                        

第４位 筑地 広彰       下川ユミ子                        

第５位 金井 直登       大野 和美                        

第６位 山田 三夫       田中 友子                        

第７位 内藤 孝之       田代弘美                          

第８位 山下 晃広       影山純子                          

  

□ ｱﾏ･ﾄﾗｲｱﾙ(F) 出場：8組   

優 勝 高山 覚         武居 幸子                        

準優勝 金井 直登       丸山 節子                        

第３位 牧野 和博       高井 静江                        

第４位 田中 一吉       塚田友紀                          

第５位 平澤 昇         嶋村則子                          

第６位 下里 保         斉藤 おさみ                      

  

□ ｱﾏ･ﾄﾗｲｱﾙ(R) 出場：9組   

優 勝 高山 覚         武居 幸子                        

準優勝 瀬川知義         瀬川 玲                          

第３位 大野 龍輝       金井桃代                          

第４位 内藤 孝之       田代弘美                          

第５位 飯森 昌樹       飯森美雪                          

第６位 金井 直登       大野 和美                        

第７位 山下 晃広       間島教江                          

第８位 中村寿雄         大月 利江                        

第９位 田中 一吉       丸山 節子                        

  

□ ｱﾏ･ﾄﾗｲｱﾙ(C) 出場：7組   

優 勝 高山 覚         武居 幸子                        

準優勝 瀬川知義         瀬川 玲                          

第３位 大野 龍輝       金井桃代                          

第４位 金井 直登       大月 利江                        

第５位 山下 晃広       間島教江                          

第６位 田中 一吉       丸山 節子                        

第７位 内藤 孝之       田代弘美                          


