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平成２３年　７月　３日（日）

於：松本総合体育館サブアリーナ
ビギナーズ　クラスⅠワルツ ビギナーズ　クラスⅡワルツ

順位 リーダー パートナー 所属 順位 リーダー パートナー 所属
第１位 坂田　由香利 平　瑤子 新潟 第１位 大塚　賀代子 萩原　里美 群馬
第２位 寺坂　満明 窪田　歌絵子 松本　 第２位 飯島　恵美子 平栗　友子 伊那　
第３位 高島　ヨシ子 涌田　善次 長野　 第３位 高木　フミ子 大島　辰雄 長野　
第４位 山本　智美 奥村　　悦子 長野　 第４位 小沢　充子 島　　宣子 松本　
第５位 中村　道子 山浦　聖子 松本　 第５位 市山　友子 宮田　元子 松本　
第６位 長谷川　靖 長谷川美智子 新潟 第６位 渡辺　計子 池田　久子 伊那　
第７位 白澤　けさ子 宮島　一成 伊那　 第７位 洲崎　宏 洲崎　澄子 新潟

ビギナーズ　クラスⅠタンゴ ビギナーズ　クラスⅡタンゴ
第１位 坂田　由香利 平　瑤子 新潟 第１位 大塚　賀代子 萩原　里美 群馬
第２位 白澤　けさ子 宮島　一成 伊那　 第２位 西田　春男 小林　香織 新潟

第３位 小沢　充子 宮田　元子 松本　
ライジングスター　クラスⅠＳ 第４位 洲崎　宏 洲崎　澄子 新潟

第１位 山本　智美 笠井　正夫 長野 第５位 渡辺　計子 池田　久子 伊那　
第２位 丸茂　栄子 風間　くみ子 長野 第６位 飯島　恵美子 平栗　友子 伊那　
第３位 内藤　朋美 大谷　和昭 群馬 第７位 久保村　テル 宮島　一成 伊那　
第４位 坂田　由香利 平　瑤子 新潟
第５位 高島　ヨシ子 竹内　　正 長野 ライジングスター　クラスⅡＳ
第６位 白澤　けさ子 宮島　一成 伊那　 第１位 西田　春男 小林　香織 新潟

第２位 羽豆　重村 平　瑤子 新潟
グランプリ　クラスⅠＳ 第３位 飯島　恵美子 平栗　友子 伊那　

第１位 鈴木　剛 高橋　ヒロ子 群馬 第４位 中村　豊江 小野　敏治 松本　
第２位 林　佐恵 家常　敦史 大阪 第５位 洲崎　宏 洲崎　澄子 新潟
第３位 内藤　朋美 大谷　良子 群馬 第６位 大塚　賀代子 樋口　久代 群馬

ビギナーズ　クラスⅠルンバ ビギナーズ　クラスⅡルンバ
第１位 湯澤　香 平栗　友子 飯田 第１位 大塚　賀代子 萩原　里美 群馬
第２位 寺坂　満明 窪田　歌絵子 松本　 第２位 小沢　充子 島　　宣子 松本　
第３位 坂田　由香利 坂田　真弓 新潟 第３位 市山　友子 宮田　元子 松本　
第４位 長谷川　靖 長谷川美智子 新潟 第４位 中村　豊江 小野　敏治 松本　
第５位 中村　道子 山浦　聖子 松本　 第５位 久保村　テル 平栗　友子 伊那　
第６位 白澤　けさ子 宮島　一成 伊那　 第６位 洲崎　宏 洲崎　澄子 新潟

ビギナーズ　クラスⅠチャチャチャ ビギナーズ　クラスⅡチャチャチャ
第１位 湯澤　香 池田　久子 飯田 第１位 大塚　賀代子 萩原　里美 群馬
第２位 白澤　けさ子 宮島　一成 伊那　 第２位 飯島　恵美子 池田　久子 伊那　

第３位 中村　豊江 窪田　歌絵子 松本　
ライジングスター　クラスⅠＬ 第４位 吉川　和子 佐々木　英夫 飯田

第１位 丸茂　栄子 風間　くみ子 長野　 第５位 洲崎　宏 洲崎　澄子 新潟
第２位 長谷川　靖 小林　香織 新潟 第６位 小沢　充子 山浦　聖子 松本　
第３位 高島　ヨシ子 奥村　悦子 長野　 第７位 久保村　テル 平栗　友子 伊那　
第４位 内藤　朋美 大谷　和昭 群馬
第５位 白澤　けさ子 宮島　一成 伊那　 ライジングスター　クラスⅡＬ

第１位 大塚　賀代子 萩原　里美 群馬
グランプリ　クラスⅠＬ 第２位 中村　豊江 臼井　みち子 松本　

第１位 佐藤　はつみ 池田　秀子 長野　 第３位 飯島　恵美子 池田　久子 伊那　
第２位 鈴木　剛 高橋　ヒロ子 群馬 第４位 久保村　テル 平栗　友子 伊那　
第３位 内藤　朋美 大谷　良子 群馬 第５位 五十嵐　景子 流石　政野 長野　
第４位 山本　智美 流石　政野 長野　 第６位 西田　春男 赤坂　隆子 新潟

グランプリ　クラスⅡＬ グランプリ　クラスⅡＳ
第１位 鈴木　剛 蛭池　千尋 大阪 第１位 鈴木　剛 蛭池　千尋 大阪
第２位 轟　　奈美 笠井　正夫 長野　 第２位 轟　　奈美 笠井　正夫 長野　
第３位 羽豆　重村 小林　香織 新潟 第３位 大塚　賀代子 大谷　良子 群馬
第４位 山崎　真由美 中家　美幸 上田　 第４位 若林　トク 高橋　ヒロ子 群馬
第５位 大塚　賀代子 大谷　良子 群馬 第５位 田中　一 小林　香織 新潟
第６位 竹下輝政 村井美由貴 福井 第６位 青木　正子 臼井　みち子 松本　
第７位 若林　トク 高橋　ヒロ子 群馬
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第８位 五十嵐　景子 内堀　定子 長野　
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ジュブナイル　Ｓ ジュニア　Ｓ
第１位 市瀬　駿介 野澤　珠里 神奈川 第１位 米倉　諒 土井　夏海 千葉
第２位 駒井　千音 小川　真依 群馬 第２位 前田　一樹 駒井　千音 群馬
第３位 高瀬　翔生 土屋　優海 東京 第３位 金子　孟史 鈴木　千尋 長野
第４位 倉科　翼 丸山　佳南枝 長野 第４位 倉科　翔 小池　茉耶 長野
第５位 古池　茉耶 宮嶋　花夏 第５位 杉原　彩波 佐々木　ココロ 東京
第６位 太田　佳輝 那須野　姫佳 長野 第６位 市瀬　駿介 野澤　珠里 神奈川

ジュブナイル　Ｌ ジュニア　Ｌ
第１位 駒井　千音 小川　真依 群馬 第１位 米倉　諒 土井　夏海 東京
第２位 市瀬　駿介 野澤　珠里 神奈川 第２位 前田　一樹 駒井　千音 群馬
第３位 土屋　優海 高瀬　瞳 東京 第３位 高瀬　翔生 高瀬　瞳 東京
第４位 倉科　翼 丸山　佳南枝 長野 第４位 杉原　彩波 佐々木　ココロ 東京
第５位 佐藤　愛香 赤羽　ひより 長野 第５位 市瀬　駿介 野澤　珠里 神奈川
第６位 太田　佳輝 那須野　姫佳 長野 第６位 金子　孟史 鈴木　千尋 東京


