
入賞者一覧表

開催会場：　グランドプリンスホテル新高輪「飛天」

主 催 者：　JCF東部総局

開 催 日：　令和３年３月１４日

□ プロユニバーサルグランプリＢ総合 出場：51組

優　勝 樋口　暢哉      柴田　早綾香    ミヤジマヒデユキ

準優勝 Shao Shuai      田中　彩恵      Dance PATIO T&T 

第３位 水出　光        雨宮　可奈      矢部行英ダンスカ

□ プロユニバーサルグランプリＷ 出場：24組

優　勝 樋口　暢哉      柴田　早綾香    ミヤジマヒデユキ

準優勝 Shao Shuai      田中　彩恵      Dance PATIO T&T 

第３位 水出　光        雨宮　可奈      矢部行英ダンスカ

第４位 朝増　拓哉      中川　千秋      スズキイチロー・

第５位 金野　哲也      井之口　香織    ソシアルダンスス

第６位 三上　和久      川又　千佳      TDSサード・ダン 

□ プロユニバーサルグランプリＴ 出場：24組

優　勝 Shao Shuai      田中　彩恵      Dance PATIO T&T 

準優勝 樋口　暢哉      柴田　早綾香    ミヤジマヒデユキ

第３位 水出　光        雨宮　可奈      矢部行英ダンスカ

第４位 金野　哲也      井之口　香織    ソシアルダンスス

第５位 朝増　拓哉      中川　千秋      スズキイチロー・

第６位 三上　和久      川又　千佳      TDSサード・ダン 

□ プロユニバーサルグランプリＶｗ 出場：24組

優　勝 樋口　暢哉      柴田　早綾香    ミヤジマヒデユキ

準優勝 Shao Shuai      田中　彩恵      Dance PATIO T&T 

第３位 金野　哲也      井之口　香織    ソシアルダンスス

第４位 水出　光        雨宮　可奈      矢部行英ダンスカ

第５位 朝増　拓哉      中川　千秋      スズキイチロー・

第６位 石原　正敏      横山　晴己      TDSサード・ダン&

□ プロユニバーサルグランプリＦ 出場：24組

優　勝 樋口　暢哉      柴田　早綾香    ミヤジマヒデユキ

準優勝 Shao Shuai      田中　彩恵      Dance PATIO T&T 

第３位 水出　光        雨宮　可奈      矢部行英ダンスカ

第４位 金野　哲也      井之口　香織    ソシアルダンスス

第５位 朝増　拓哉      中川　千秋      スズキイチロー・

第６位 三上　和久      川又　千佳      TDSサード・ダン 



入賞者一覧表

開催会場：　グランドプリンスホテル新高輪「飛天」

主 催 者：　JCF東部総局

開 催 日：　令和３年３月１４日

□ プロユニバーサルグランプリＱ 出場：24組

優　勝 Shao Shuai      田中　彩恵      Dance PATIO T&T 

準優勝 樋口　暢哉      柴田　早綾香    ミヤジマヒデユキ

第３位 水出　光        雨宮　可奈      矢部行英ダンスカ

第４位 金野　哲也      井之口　香織    ソシアルダンスス

第５位 朝増　拓哉      中川　千秋      スズキイチロー・

第６位 岡　政宏        佐々木　海帆    ファミリアダンス

□ プロライジングスターＢ競技会 出場：14組

優　勝 山本　千博      大吉　優華      TDSサード・ダン 

準優勝 恩田　時央      伊東　夕奈      TDSサード・ダン 

第３位 石田　剛        石田　貴子      白幡ダンススクー

第４位 有原　良義      前田　馨        笹生ダンススタジ

第５位 泉　勇麻        中舘　美佐子    フジワラダンスア

第６位 手塚　順一      内田　晶子      ケヅカテツオダン

□ プロシニアスターＢ競技会 出場：16組

優　勝 正藤　隆史      正藤　智子      正藤ダンススクー

準優勝 本多　覚        本多　美季      本多ダンススタジ

第３位 阪口　昌也      山田　晃子      NYC DanceSport J

第４位 吉村　真治      吉村　美恵子    アマノダンスクラ

第５位 池田　彰宏      小島　律子      池田ダンススタジ

第６位 石川　浩之      菅野　純代      イシカワヒロユキ

□ プロユニバーサルグランプリＬ総合 出場：27組

優　勝 森　昌太        沖本　梨江      studio Molly    

準優勝 瀬内　英幸      斎木　智子      スタジオＷＩＴＨ

第３位 徳田　博憲      徳田　円香      ソシアルダンスス

□ プロユニバーサルグランプリＣ 出場：24組

優　勝 瀬内　英幸      斎木　智子      スタジオＷＩＴＨ

準優勝 歩浜　敏夫      松浦　のぞみ    ケヅカテツオダン

第３位 中村　公紀      大塩　香澄      オダケイジダンス

第４位 鈴木　勇人      髙辻　なつみ    二ﾂ森亨ダンスア 

第５位 中川　真仁      まりね          矢部行英ダンスカ

第６位 関　勇人        長谷川　真希    オダケイジダンス



入賞者一覧表

開催会場：　グランドプリンスホテル新高輪「飛天」

主 催 者：　JCF東部総局

開 催 日：　令和３年３月１４日

□ プロユニバーサルグランプリＳ 出場：24組

優　勝 瀬内　英幸      斎木　智子      スタジオＷＩＴＨ

準優勝 歩浜　敏夫      松浦　のぞみ    ケヅカテツオダン

第３位 中村　公紀      大塩　香澄      オダケイジダンス

第４位 鈴木　勇人      髙辻　なつみ    二ﾂ森亨ダンスア 

第５位 中川　真仁      まりね          矢部行英ダンスカ

第６位 関　勇人        長谷川　真希    オダケイジダンス

□ プロユニバーサルグランプリＲ 出場：24組

優　勝 瀬内　英幸      斎木　智子      スタジオＷＩＴＨ

準優勝 中村　公紀      大塩　香澄      オダケイジダンス

第３位 歩浜　敏夫      松浦　のぞみ    ケヅカテツオダン

第４位 鈴木　勇人      髙辻　なつみ    二ﾂ森亨ダンスア 

第５位 中川　真仁      まりね          矢部行英ダンスカ

第６位 関　勇人        長谷川　真希    オダケイジダンス

□ プロユニバーサルグランプリＰ 出場：24組

優　勝 瀬内　英幸      斎木　智子      スタジオＷＩＴＨ

準優勝 歩浜　敏夫      松浦　のぞみ    ケヅカテツオダン

第３位 鈴木　勇人      髙辻　なつみ    二ﾂ森亨ダンスア 

第４位 中村　公紀      大塩　香澄      オダケイジダンス

第５位 関　勇人        長谷川　真希    オダケイジダンス

第６位 中川　真仁      まりね          矢部行英ダンスカ

□ プロユニバーサルグランプリＪ 出場：24組

優　勝 瀬内　英幸      斎木　智子      スタジオＷＩＴＨ

準優勝 歩浜　敏夫      松浦　のぞみ    ケヅカテツオダン

第３位 鈴木　勇人      髙辻　なつみ    二ﾂ森亨ダンスア 

第４位 中村　公紀      大塩　香澄      オダケイジダンス

第５位 関　勇人        長谷川　真希    オダケイジダンス

第６位 中川　真仁      まりね          矢部行英ダンスカ

□ プロライジングスターＬ競技会 出場：10組

優　勝 関　勇人        長谷川　真希    オダケイジダンス

準優勝 溝上　正幸      杉谷　美樹      海宝ダンススクー

第３位 田中　航介      成澤　夏帆      大塚出ダンススク

第４位 徳田　博憲      徳田　円香      ソシアルダンスス

第５位 遠藤　健一郎    伊藤　なお      M・トモミ スポー

第６位 藤井　洋介      日向　玲奈      Arthur Murray So



入賞者一覧表

開催会場：　グランドプリンスホテル新高輪「飛天」

主 催 者：　JCF東部総局

開 催 日：　令和３年３月１４日

□ アマユニバーサルグランプリＢ選手 出場：21組

優　勝 藤森　春樹      金山　咲月      京都府          

準優勝 佐藤　祐馬      久保田　理沙    大阪府          

第３位 加地　渉        今橋　紗希      埼玉県          

第４位 中村　エドワード 中村　エリザベス 東京都          

第５位 孫　祖博        西村　早織      東京都          

第６位 山本　一真      伊藤　梨乃      愛知県          

□ アマシニアスターＢ競技会 出場：20組

優　勝 松村　健樹      松村　榮子      奈良県          

準優勝 長谷川　定      北條　留加      東京都          

第３位 加藤　修久      加藤　裕子      大阪府          

第４位 清水　弘隆      陶山　美穂      東京都          

第５位 繁田　徹        岩渕　由美子    千葉県          

第６位 冬野　英和      冬野　朋子      千葉県          

□ アマユニバーサルグランプリＬ選手 出場：17組

優　勝 鈴木　奨太      鈴木　千尋      東京都          

準優勝 海老原　拳人    タカギ　ルナ    千葉県          

第３位 飯田　大和      佐藤　美樹      埼玉県          

第４位 押川　慧悟      和田　知世      東京都          

第５位 中西　宣貴      谷原　心蕗      兵庫県          

第６位 町田　篤人      木島　璃星      埼玉県          

□ アマシニアスターＬ競技会 出場：14組

優　勝 横田　信之      吉田　治代      神奈川県        

準優勝 中澤　秀和      中澤　知子      東京都          

第３位 千葉　慎太郎    吉岡　由美恵    東京都          

第４位 濱田　穣        濱田　のり子    埼玉県          

第５位 繁田　徹        岩渕　由美子    千葉県          

第６位 国松　正尚      国松　千絵      東京都          

第７位 山田　恭路      志熊　いずみ    東京都          


