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2012年12月16日

競技名 順位 背番号 リーダー パートナー
JWDSFアマチュアダンススポーツ競技会　 第１位 41 藤井　創太 河合　多恵
スタンダード5ダンス 第２位 43 渡辺　安登 佐藤　あみ

第３位 38 前田　一樹 駒井　千音
第４位 42 高森　祥司 小島　陽花
第５位 40 金子　孟史 杉原　彩波
第６位 48 守屋　駿 吉田　美咲

JWDSF車いすダンススポーツ競技会　 第１位 41 佐久間章 宍倉ひろみ
クラスⅠ　スタンダード5ダンス 第２位 43 茂木彩夏 金井正代

第３位 42 内藤朋美 大谷良子
第４位 44 宮内恵理子 谷津隆男

JWDSFジュブナイルダンススポーツ競技会　 第１位 21 西原　明日蘭
ソロ　ラテン単科 第２位 14 鮫島　明日美

第３位 19 山本　琴菜
第４位 12 鈴木　歩未理
第５位 18 苅谷　芽唯
第６位 13 西峯　孝則
第７位 11 高橋　健雄
準決勝 15 名塚　舞衣
準決勝 16 鮫島　粋良
準決勝 23 畠山　綾佳
再予選 17 西ヶ谷　百合子
再予選 20 野村　莉々香
再予選 22 西ヶ谷　翔子

JWDSF車いすダンススポーツ競技会　 第１位 46 市野　隆 市野玲子
デュオ　クラスⅡ　ラテン2ダンス 第２位 55 Xie, Hui-Zhu Lei, Kuei-Na
JWDSFオールレディースジュニアダンススポーツ競技会　第１位 36 吉川　あみ 鈴木　千尋
クラス２　ラテン3ダンス 第２位 37 市瀬　明日香 吉田　美咲
JWDSF車いすダンススポーツ競技会　　　 第１位 49 阿部笙子 加志翔一
クラスⅡ スタンダード3ダンス 第２位 53 Chu,  Shiung-Sheng Wu,  Chiao-Lu

第３位 45 松木正子 松木義男
第４位 50 大塚賀代子 萩原里美
第５位 52 羽豆重村 小林香織
第６位 48 市野玲子 領家宏征
再予選 54 Lei,  Kuei-Na Lin,  Chiao-Ping
再予選 55 Xie,  Hui-Zhu Lu,  Kuei-Kan

JWDSFジュニアダンススポーツ競技会　 第１位 41 藤井創太 河合多恵
クラスⅡ　スタンダード5ダンス 第２位 43 渡辺安登 佐藤あみ

第３位 38 前田一樹 駒井千音
第４位 42 高森祥司 小島陽花
第５位 40 金子　孟 杉原彩菜
第６位 50 鈴木将太 渡辺凪砂

JWDSFジュブナイルダンススポーツ競技会　　 第１位 47 安部邦斗 安部美咲
クラスⅡ スタンダード3ダンス 第２位 34 泰永圭吾 小川真依

第３位 49 西峯孝則 山本琴菜
JWDSFジュニアダンススポーツ競技会　 第１位 24 吉川　あみ
ソロ　ラテン単科　 第２位 33 吉田　美咲

第３位 30 若林　三紗
第４位 27 鈴木　千尋
第５位 26 金子　孟史
第６位 25 西峯　弘明

JWDSF車いすダンススポーツ選手権
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準決勝 19 山本　琴菜
準決勝 32 奥村　風香
再予選 11 高橋　健雄
再予選 18 苅谷　芽唯
再予選 28 鈴木　歩未理
再予選 31 大城　直幸

JWDSF車いすダンススポーツ競技会　　 第１位 57 Wong Wo Chau Philip Yau Sin Ting Holly
クラスⅠ　ラテン3ダンス 第２位 43 茂木彩夏 金井正代

第３位 41 佐久間章 宍倉ひろみ
第４位 42 内藤朋美 大谷良子
第５位 44 宮内恵里子 谷津隆男

JWDSFジュビナイルダンススポーツ競技会 第１位 47 安部邦斗 安部美咲
クラスⅡ　ラテン3ダンス 第２位 34 泰永圭吾 小川真依

第３位 45 高橋健雄 山本琴菜
第４位 46 西峯孝則 鈴木歩未理

JWDSFジュニアダンススポーツ競技会　 第１位 24 吉川あみ
ソロ　スタンダード単科　 第２位 33 吉田美咲

第３位 26 金子孟史
第４位 25 西峯弘明

JWDSFジュブナイルダンススポーツ競技会　 第１位 14 鮫島明日美
ソロ　スタンダード単科 第１位 19 山本琴菜

第３位 13 西峯孝則
第４位 21 西原明日蘭
第５位 12 鈴木歩未理

JWDSFシニアⅢダンススポーツ競技会　 第１位 58 松村建樹 松村栄子
スタンダード5ダンス 第２位 51 岩瀬純夫 岩瀬恵理子

第３位 54 高橋修美 高橋ひとみ
第４位 56 佐々木孝一郎 佐々木弘美
第５位 55 篠田英明 篠田良子
第６位 52 奥田　敏行 西久保擴子
第７位 57 大野　稔 萩原真由美

JWDSF車いすダンススポーツ競技会　 第１位 56 Kim Nam Jae Lee No Eul
クラスⅡ　ラテン5ダンス 第２位 51 鈴木　剛 蛭池千尋

第３位 53 Chu shiung sheng Wu chiao -Lu
第４位 59 Ma Wah Keung Li Ka Yun Krystie
第５位 49 阿部笙子 加志翔一
第６位 50 大塚賀代子 萩原里美

JWDSFジュニアダンススポーツ競技会　 第１位 41 藤井創太 河合多恵
ラテン5ダンス 第２位 43 渡辺安登 佐藤あみ

第３位 38 前田一樹 駒井千音
第４位 39 大久保稔也 鈴木千尋
第５位 50 鈴木奨太 渡辺凪砂
第６位 42 高森祥司 小島陽花
第７位 40 金子　孟 杉原彩菜

JWDSFアマチュアダンススポーツ競技会　 第１位 41 藤井　創太 河合　多恵
ラテン5ダンス 第２位 43 渡辺　安登 佐藤　あみ

第３位 38 前田一樹 駒井千音
第４位 42 高森　祥司 小島　陽花
第５位 48 守屋　駿 吉田美咲
第６位 40 金子孟史 杉原　彩波
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