
プロ入賞者一覧表

開催会場：　横浜市教育会館

主 催 者：　JCF東部総局神奈川県支局

開 催 日：　令和３年２月２１日

□ プロ神奈川選手権ボールルーム選手 出場：12組

優　勝 Shao Shuai      田中　彩恵      Dance PATIO T&T 

準優勝 三上　和久      川又　千佳      サード・ダンススクール

第３位 山本　千博      大吉　優華      サード・ダンススクール

第４位 木村　勇        伊藤　瑞穂      ケヅカテツオダンスアカデミー

第５位 保坂　直伸      保坂　佳奈      SOCIAL DANCING CLUB TEAM

第６位 恩田　時央      伊東　夕奈      サード・ダンススクール

□ プロＡ級シニアスター競技会 出場：5組

優　勝 吉村　真治      吉村　美恵子    アマノダンスクラブ

準優勝 石川　浩之      菅野　純代      イシカワヒロユキダンススタジオ

第３位 勝俣　広        札　京子        札 京子ダンススクール

第４位 山口　慎介      大津久　綾子    スタジオWITH寺井

第５位 金久保　幸夫    勝山　エミ                      

□ プロＢ級ボールルーム競技会 出場：7組

優　勝 恩田　時央      伊東　夕奈      サード・ダンススクール

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                      

第４位 松下　吉志      早瀬　かおり    アマノダンスアカデミ―

第５位 勝俣　広        札　京子        札 京子ダンススクール

第６位 加藤　眞一      秋谷　くみ      ダンス大塚会館  

第７位 芝崎　剣一      石黒　織恵      Dance PATIO T＆T

□ プロＢ級シニアボールルーム競技会 出場：1組

優　勝 伊藤　毅        伊藤　ハルミ    T-Dance Square  

□ プロＣ級ボールルーム競技会 出場：5組

優　勝 田中　航介      成澤　夏帆      大塚出ダンススクール

準優勝 芝崎　剣一      石黒　織恵      Dance PATIO T＆T

第３位 伊藤　毅        伊藤　ハルミ    T-Dance Square  

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

第５位 川口　剛        小林　春香                      



□ プロ関東選手権ラテン 出場：6組

優　勝 石川　浩之      菅野　純代      イシカワヒロユキダンススタジオ

準優勝 田中　航介      成澤　夏帆      大塚出ダンススクール

第３位 八重樫　寛由    中村　恵理子    スタジオM&E     

第４位 加藤　眞一      秋谷　くみ      ダンス大塚会館  

第５位 武田　葵        坪井　みみ      サード・ダンススクール

第６位 石川　典哉      石川　奈津子    ダンススクールステップジョイ

□ プロＢ級ラテン競技会 出場：4組

優　勝 山本　千博      大吉　優華      サード・ダンススクール

準優勝 Flavio Nunes    安齋　美紀      studio M ikebukuro

第３位 石川　典哉      石川　奈津子    ダンススクールステップジョイ

第４位 金久保　幸夫    勝山　エミ                      

□ プロＣ級ラテン競技会 出場：3組

優　勝 平野　将貴      久間木　夏奈    ヒラノ・ダンス・スタジオ

準優勝 伊藤　毅        伊藤　ハルミ    T-Dance Square  

□ プロＤ級ラテン競技会 出場：1組

優　勝 有原　良義      前田　馨        笹生ダンススタジオ

□ プロＮ級ラテン競技会 出場：1組

優　勝 石川　浩之      菅野　純代      イシカワヒロユキダンススタジオ



アマチュア入賞者一覧表

開催会場：　横浜市教育会館

主 催 者：　JCF東部総局神奈川県支局

開 催 日：　令和３年２月２１日

□ アマＡ級ボールルーム競技会 出場：9組

優　勝 中村　エドワード 中村　エリザベス 東京都          

準優勝 西　幸作        田上　ユミ      埼玉県          

第３位 駒﨑　俊司      山口　雪恵      東京都          

第４位 齋藤　実        齋藤　千枝子    東京都          

第５位 森　康次        星野　すみれ    東京都          

第６位 井上　一明      金谷　美津江    神奈川県        

□ アマＡ級シニア７０ボールルーム競 出場：9組

優　勝 田玉　仁        田玉　公子      東京都          

準優勝 伊達　広一      日比谷　光子    神奈川県        

第３位 吉田　篤正      吉田　晃子      神奈川県        

第４位 長谷川　政      長谷川　みち子  千葉県          

第５位 新田見　幸治郎  森　貞子        東京都          

第６位 福原　芳昭      菊地　恵美子    神奈川県        

□ アマＡ級シニア６０ボールルーム競 出場：5組

優　勝 柳　賢治        小平　佳代      東京都          

準優勝 前田　信春      松本　弓子      東京都          

第３位 吉田　篤正      吉田　晃子      神奈川県        

第４位 福岡　周一郎    相場　節子      東京都          

第５位 井上　一明      金谷　美津江    神奈川県        

□ アマＡ級シニア５０ボールルーム競 出場：3組

優　勝 大野　剛志      井出　真理      神奈川県        

準優勝 福岡　周一郎    相場　節子      東京都          

第３位 山崎　昇義      関口　孝子      埼玉県          

□ アマＢ級ボールルーム競技会 出場：9組

優　勝 白戸　隆雄      織田　ちえ子    神奈川県        

準優勝 大沢　邦肇      廣田　豊子      神奈川県        

第３位 大嶋　良明      大嶋　三惠子    神奈川県        

第４位 瀬戸　正文      高橋　和子      埼玉県          

第５位 小山　豊        小山　啓子      東京都          

第６位 石田　真一      鶴　捷子        東京都          



□ アマＢ級シニア７０ボールルーム競 出場：6組

優　勝 大沢　邦肇      廣田　豊子      神奈川県        

準優勝 荻野　髙重      才本　ふじ子    神奈川県        

第３位 安藤　正        桑原　律子      神奈川県        

第４位 山田　敏司      坂本　泉美      東京都          

第５位 福本　宗茂      福本　幸代      神奈川県        

第６位 藤田　幹郎      藤田　久子      神奈川県        

□ アマＢ級シニア６０ボールルーム競 出場：7組

優　勝 大嶋　良明      大嶋　三惠子    神奈川県        

準優勝 山田　博志      後藤　雅代      神奈川県        

第３位 遠藤　正道      川口　二枝      東京都          

第４位 小山　豊        小山　啓子      東京都          

第５位 荻野　髙重      才本　ふじ子    神奈川県        

第６位 石田　真一      鶴　捷子        東京都          

第７位 藤田　幹郎      藤田　久子      神奈川県        

□ アマＢ級シニア５０ボールルーム競 出場：1組

優　勝 山田　博志      後藤　雅代      神奈川県        

□ アマＣ級ボールルーム競技会 出場：5組

優　勝 明賀　伊織      岡田　くるみ    茨城県          

準優勝 福本　宗茂      福本　幸代      神奈川県        

第３位 亀井　健二      末武　美鈴      神奈川県        

第４位 岡田　晶己      岡田　眞利子    神奈川県        

第５位 村社　一夫      村社　恵子      神奈川県        

□ アマＤ級ボールルーム競技会 出場：3組

優　勝 明賀　伊織      岡田　くるみ    茨城県          

準優勝 一ノ瀬　明      佐々木　千代子  東京都          

第３位 東　克美        野口　美代子    神奈川県        

□ アマＥ級ボールルーム競技会 出場：1組

優　勝 一ノ瀬　明      佐々木　千代子  東京都          

□ アマＮ級ボールルーム競技会 出場：1組

優　勝 山本　一        細野　雅代      東京都          

□ アマＡ級ラテン競技会 出場：6組

優　勝 中村　エドワード 中村　エリザベス 東京都          

準優勝 駒﨑　俊司      山口　雪恵      東京都          

第３位 関口　裕之      関口　美也子    神奈川県        

第４位 井上　一明      金谷　美津江    神奈川県        

第５位 白戸　隆雄      織田　ちえ子    神奈川県        

第６位 石井　秀夫      有賀　淑子      東京都          



□ アマＢ級ラテン競技会 出場：6組

優　勝 白戸　隆雄      織田　ちえ子    神奈川県        

準優勝 村社　一夫      村社　恵子      神奈川県        

第３位 小山　豊        小山　啓子      東京都          

第４位 岡田　晶己      岡田　眞利子    神奈川県        

第５位 藤江　貞治      藤江　加代子    神奈川県        

第６位 山崎　昇義      関口　孝子      埼玉県          

□ アマＣ級ラテン競技会 出場：7組

優　勝 長谷川　洸平    李　鴻恩        埼玉県          

準優勝 長谷川　政      長谷川　みち子  千葉県          

第３位 小山　豊        小山　啓子      東京都          

第４位 大野　剛志      井出　真理      神奈川県        

第５位 大沢　邦肇      廣田　豊子      神奈川県        

第６位 今関　美光      今関　まり子    千葉県          

第７位 萩原　俊二      萩原　陽子      東京都          

□ アマＤ級ラテン競技会 出場：5組

優　勝 大野　剛志      井出　真理      神奈川県        

準優勝 亀井　健二      末武　美鈴      神奈川県        

第３位 池杉　清        関口　紀素      東京都          

第４位 藤田　幹郎      藤田　久子      神奈川県        

第５位 東　克美        野口　美代子    神奈川県        

□ アマＮ級ラテン競技会 出場：2組

優　勝 山本　一        細野　雅代      東京都          

準優勝 池杉　清        関口　紀素      東京都          


