
入賞者一覧表

開催会場：　ファーストプレイス東京

主 催 者：　ＮＰＯ法人　ＪＣＦ東部総局　東京都支局

開 催 日：　平成３０年６月１０日

□ プロ東京ボールルーム選手権 出場：23組

優　勝 池本　規恒      樫本　真実      

準優勝 遠藤　秀和      土屋　美哉      

第３位 蛭田　康平      山本　菜緒      

第４位 木村　勇        伊藤　瑞穂      

第５位 正藤　隆史      正藤　智子      

第６位 横山　公法      トロポワ　スヴェ

第７位 池田　彰宏      小島　律子      

第８位 宇土　曜史      伊藤　未途      

第９位 西原　光熙      西原　典子      

□ ﾌﾟﾛＡ級ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｽﾀｰﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ選手権出場：12組

優　勝 木村　勇        伊藤　瑞穂      

準優勝 宇土　曜史      伊藤　未途      

第３位 本多　覚        本多　美季      

第４位 䊧橋　朋博      䊧橋　亜里子    

第５位 一条　まこと    一条　みわこ    

第６位 水口　直哉      水口　理佳子    

第７位 有原　良義      前田　馨        

第８位 遠藤　秀和      土屋　美哉      

□ ﾌﾟﾛＡ級ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｼﾆｱﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ選手権出場：16組

優　勝 正藤　隆史      正藤　智子      

準優勝 片山　雄暉      片山　法子      

第３位 水口　直哉      水口　理佳子    

第４位 一条　まこと    一条　みわこ    

第５位 渡辺　勝彦      加島　久乃      

第６位 新里　真明      新里　久美子    

第７位 楠谷　喜洋      楠谷　恵        

第８位 打越　美智夫    打越　珠恵      

第９位 杉山　勇        杉山　美樹      

□ ﾌﾟﾛＡ級ﾀﾞｲﾔ身長別ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ選手権出場：6組

優　勝 石川　浩之      菅野　純代      



準優勝 田中　雄大      小倉　さゆり    

第３位 栗原　秀雄      大山　聡子      

第４位 佐久間　重行    渋谷　春美      

第５位 藤村　寿志      福島　洋子      

第６位 金久保　幸夫    勝山　エミ      

□ プロＢ級ボールルーム 出場：20組

優　勝 保坂　直伸      保坂　佳奈      

準優勝 有原　良義      前田　馨        

第３位 宮藤　広        宮藤　裕子      

第４位 釋迦堂　裕二    猫柳　紗也可    

第５位 安井　建        中川　洋子      

第６位 大内　孝則      松岡　礼        

□ ﾌﾟﾛＢ級ｼﾆｱ年齢別ボールルーム 出場：12組

優　勝 䊧橋　朋博      䊧橋　亜里子    

準優勝 安井　建        中川　洋子      

第３位 藤井　柳樹      丸山　雅子      

第４位 坂本　裕次      染谷　知子      

第５位 石田　武        箕尾　美春      

第６位 岡崎　可寿智    矢崎　芳子      

第７位 川口　剛        小林　春香      

第８位 佐藤　功        草野　悦子      

第９位 林　俊徳        林　曜子        

□ ﾌﾟﾛＢ級ﾀﾞｲﾔ身長別ボールルーム 出場：9組

優　勝 佐久間　重行    渋谷　春美      

準優勝 安井　建        中川　洋子      

第３位 岡崎　可寿智    矢崎　芳子      

第４位 佐藤　功        草野　悦子      

第５位 藤井　柳樹      丸山　雅子      

第６位 藤村　寿志      福島　洋子      

第７位 芦川　憲治      佐藤　博子      

第８位 䊧田　信行      嶋田　弥生      

□ プ ロＣ級ボールルーム 出場：16組

優　勝 有原　良義      前田　馨        

準優勝 中下　廣        田中　ゆう子    

第３位 杉村　浩也      山梨　智美      

第４位 高橋　正明      高橋　ルミ      



第５位 平岡　雅司      藤本　亜弥      

第６位 手塚　忍        麗伽            

第７位 藤井　柳樹      丸山　雅子      

□ プロＮ・Ｄ級ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ 出場：9組

優　勝 有原　良義      前田　馨        

準優勝 佐久間　重行    渋谷　春美      

第３位 高橋　正明      高橋　ルミ      

第４位 手塚　忍        麗伽            

第５位 芝崎　剣一      石黒　織恵      

第６位 坂本　裕次      染谷　知子      

第７位 市毛　秀明      竹下　由紀子    

第８位 山城　徹        野口　ケイコ    

□ プロ東京ラテンダンス選手権 出場：10組

優　勝 槇　建大郎      福吉　由利子    

準優勝 溝上　正幸      杉谷　美樹      

第３位 田中　航介      成澤　夏帆      

第４位 瑞慶覧　長明    狩野　明日香    

第５位 手塚　忍        麗伽            

第６位 白井　鷹征      泉　侑希        

第７位 細目　恭弘      武本　理絵      

□ ﾌﾟﾛＡ級ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｽﾀｰﾗﾃﾝ選手権 出場：9組

優　勝 横山　公法      トロポワ　スヴェ

準優勝 田中　航介      成澤　夏帆      

第３位 瑞慶覧　長明    狩野　明日香    

第４位 増山　誠記      増山　和代      

第５位 武田　葵        坪井　みみ      

第６位 打越　美智夫    打越　珠恵      

第７位 安井　建        中川　洋子      

□ プロＢ級ラテンアメリカン 出場：9組

優　勝 武田　葵        坪井　みみ      

準優勝 石川　典哉      石川　奈津子    

第３位 平岡　雅司      藤本　亜弥      

第４位 南山　光徳      新井　雅        

第５位 山城　徹        野口　ケイコ    

第６位 木村　勇        伊藤　瑞穂      

第７位 金久保　幸夫    勝山　エミ      



□ プロＣ級ラテンアメリカン 出場：6組

優　勝 平岡　雅司      藤本　亜弥      

準優勝 山城　徹        野口　ケイコ    

第３位 石川　典哉      石川　奈津子    

第４位 栗山　覚        鈴木　沙知      

第５位 一條　正雄      小林　良子      

第６位 䊧田　信行      嶋田　弥生      

□ プロＮ・Ｄ級ラテンアメリカン 出場：1組

優　勝 石川　典哉      石川　奈津子    


