
入 賞 者 一 覧 表 競技会コード： １ ８ １ １ ９ ９2018ジュニアダンスフェスティバルin静岡  

開催会場： ｸﾞﾗﾝｼｯﾌﾟ6F交流ﾎｰﾙ                       主催者： 静岡県ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ連盟、静岡県ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑﾀﾞﾝｽ連盟 開催日： 2018年11月4日（日）                     

  小学生５～６年 ワルツ                                              

優　勝  ﾎﾜｲﾄﾝ　謙心       杉江　日茉利      ＤＴＳジュニア相模原    

準優勝  小澤　莉緒        上野　夏実        ｷﾗﾋﾟｰｷｯｽﾞ山梨           

第３位  ﾎﾜｲﾄﾝ　夏奈実     小畠　結花        ＤＴＳジュニア相模原    

第４位  原澤　英大        堀井　日菜子　    ｷﾗﾋﾟｰｷｯｽﾞ山梨           

第５位  伊木　心晴        竹之内　梨音　    ｷﾗﾋﾟｰｷｯｽﾞ山梨           

第６位  林　夏希          萩原　朱里        ＤＣ.Ｊｒルンルン       

  小学生５～６年 クイックステップ                                    

優　勝  ﾎﾜｲﾄﾝ　謙心       杉江　日茉利      ＤＴＳジュニア相模原    

準優勝  小澤　莉緒        上野　夏実        ｷﾗﾋﾟｰｷｯｽﾞ山梨           

第３位  ﾎﾜｲﾄﾝ　夏奈実     小畠　結花        ＤＴＳジュニア相模原    

第４位  原澤　英大        堀井　日菜子　    ｷﾗﾋﾟｰｷｯｽﾞ山梨           

第５位  伊木　心晴        竹之内　梨音　    ｷﾗﾋﾟｰｷｯｽﾞ山梨           

第６位  林　夏希          萩原　朱里        ＤＣ.Ｊｒルンルン       

第７位  吉信　響          渡辺　華凛        ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ          

第８位  藤本　咲空        興津　和香        チャチャﾂ子静岡         

  小学生５～６年 サンバ                                              

優　勝  ﾎﾜｲﾄﾝ　謙心       杉江　日茉利      ＤＴＳジュニア相模原    

準優勝  小澤　莉緒        上野　夏実        ｷﾗﾋﾟｰｷｯｽﾞ山梨           

第３位  原澤　英大        堀井　日菜子　    ｷﾗﾋﾟｰｷｯｽﾞ山梨           

第４位  伊木　心晴        竹之内　梨音　    ｷﾗﾋﾟｰｷｯｽﾞ山梨           

第５位  ﾎﾜｲﾄﾝ　夏奈実     小畠　結花        ＤＴＳジュニア相模原    

第６位  萩原　朱里        林　夏希          ＤＣ.Ｊｒルンルン       

第７位  吉信　響          渡辺　華凛        ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ          

  小学生５～６年 チャチャチャ                                        

優　勝  小澤　莉緒        上野　夏実        ｷﾗﾋﾟｰｷｯｽﾞ山梨           

準優勝  ﾎﾜｲﾄﾝ　謙心       杉江　日茉利      ＤＴＳジュニア相模原    

第３位  ﾎﾜｲﾄﾝ　夏奈実     小畠　結花        ＤＴＳジュニア相模原    

第４位  伊木　心晴        竹之内　梨音　    ｷﾗﾋﾟｰｷｯｽﾞ山梨           

第５位  原澤　英大        堀井　日菜子　    ｷﾗﾋﾟｰｷｯｽﾞ山梨           

第６位  馬場　清華        松岡　楓愛        ＤＣ.Ｊｒルンルン       

  小学生１～４年 ワルツ                                              

優　勝  原澤　英大        堀井　日菜子　    ｷﾗﾋﾟｰｷｯｽﾞ山梨           

準優勝  伊木　心晴        竹之内　梨音　    ｷﾗﾋﾟｰｷｯｽﾞ山梨           

第３位  鈴木　彩葉        上野　綾花        ｷﾗﾋﾟｰｷｯｽﾞ山梨           

第４位  高瀬　遥          鈴木　一葉梨　    ｷﾗﾋﾟｰｷｯｽﾞ山梨           

第５位  吉信　響          渡辺　華凛        ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ          

第６位  渡邉　桐茉        佐々木　悠乃　    ｷﾗﾋﾟｰｷｯｽﾞ山梨           

  小学生１～４年 クイックステップ                                    

優　勝  伊木　心晴        竹之内　梨音　    ｷﾗﾋﾟｰｷｯｽﾞ山梨           

準優勝  原澤　英大        堀井　日菜子　    ｷﾗﾋﾟｰｷｯｽﾞ山梨           

第３位  高瀬　遥          鈴木　一葉梨　    ｷﾗﾋﾟｰｷｯｽﾞ山梨           

第４位  鈴木　彩葉        上野　綾花        ｷﾗﾋﾟｰｷｯｽﾞ山梨           

第５位  吉信　響          渡辺　華凛        ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ          

第６位  杉山　敦澄        遠藤　咲希        中込ﾀﾞﾝｽｽｸｰﾙ            

　◆  競技会支援システム  【 Ver. N  ( Rev.-8.10 / 2018-02-01 ) 】 for 《 静岡県ダンススポーツ連盟 》



入 賞 者 一 覧 表 競技会コード： １ ８ １ １ ９ ９2018ジュニアダンスフェスティバルin静岡  

開催会場： ｸﾞﾗﾝｼｯﾌﾟ6F交流ﾎｰﾙ                       主催者： 静岡県ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ連盟、静岡県ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑﾀﾞﾝｽ連盟 開催日： 2018年11月4日（日）                     

  ユース　スタンダード                                               

優　勝  ﾎﾜｲﾄﾝ　謙心       ﾎﾜｲﾄﾝ　夏奈実     ＤＴＳジュニア相模原    

準優勝  小澤　玲音        堀井　香菜子　    ｷﾗﾋﾟｰｷｯｽﾞ山梨           

第３位  森　匠英          馬場　梨紗子　    ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞｸﾞﾚｰｽ            

第４位  山本　萌絃        西　莉愛          DCウｵーク               

第５位  武内　研聖        高柳　依奈        ＤＴＳジュニア相模原    

  ユース　ラテン                                                     

優　勝  小澤　玲音        堀井　香菜子　    ｷﾗﾋﾟｰｷｯｽﾞ山梨           

準優勝  ﾎﾜｲﾄﾝ　謙心       ﾎﾜｲﾄﾝ　夏奈実     ＤＴＳジュニア相模原    

第３位  森　匠英          馬場　梨紗子　    ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞｸﾞﾚｰｽ            

第４位  武内　研聖        高柳　依奈        ＤＴＳジュニア相模原    

  ジュニア スタンダード                                              

優　勝  ﾎﾜｲﾄﾝ　謙心       ﾎﾜｲﾄﾝ　夏奈実     ＤＴＳジュニア相模原    

準優勝  小澤　玲音        堀井　香菜子　    ｷﾗﾋﾟｰｷｯｽﾞ山梨           

第３位  森　匠英          馬場　梨紗子　    ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞｸﾞﾚｰｽ            

第４位  武内　研聖        高柳　依奈        ＤＴＳジュニア相模原    

  ジュニア ラテン                                                    

優　勝  ﾎﾜｲﾄﾝ　謙心       ﾎﾜｲﾄﾝ　夏奈実     ＤＴＳジュニア相模原    

準優勝  小澤　玲音        堀井　香菜子　    ｷﾗﾋﾟｰｷｯｽﾞ山梨           

第３位  森　匠英          馬場　梨紗子　    ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞｸﾞﾚｰｽ            

第４位  武内　研聖        高柳　依奈        ＤＴＳジュニア相模原    

第５位  櫻井　康喜        大塚　ひまり      TOYS　DANCE　PLACE      

  中学生　スタンダード                                               

優　勝  小澤　莉緒        上野　夏実        ｷﾗﾋﾟｰｷｯｽﾞ山梨           

準優勝  武内　研聖        井上　愛捺        ＤＴＳジュニア相模原    

第３位  野崎　汐里        高山　禮          ｷﾗﾋﾟｰｷｯｽﾞ山梨           

第４位  西　遥流          林　夏希          ＤＣ.Ｊｒルンルン       

第５位  山内　愛織        高柳　依奈        ＤＴＳジュニア相模原    

  中学生　ラテン                                                     

優　勝  小澤　莉緒        上野　夏実        ｷﾗﾋﾟｰｷｯｽﾞ山梨           

準優勝  野崎　汐里        高山　禮          ｷﾗﾋﾟｰｷｯｽﾞ山梨           

第３位  西　遥流          林　夏希          ＤＣ.Ｊｒルンルン       

第４位  武内　研聖        山内　愛織        ＤＴＳジュニア相模原    

第５位  高柳　依奈        井上　愛捺        ＤＴＳジュニア相模原    

第６位  櫻井　康喜        岡田　美緒        TOYS　DANCE　PLACE      

　◆  競技会支援システム  【 Ver. N  ( Rev.-8.10 / 2018-02-01 ) 】 for 《 静岡県ダンススポーツ連盟 》



入 賞 者 一 覧 表 競技会コード： １ ８ １ １ ９ ９2018ジュニアダンスフェスティバルin静岡  

開催会場： ｸﾞﾗﾝｼｯﾌﾟ6F交流ﾎｰﾙ                       主催者： 静岡県ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ連盟、静岡県ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑﾀﾞﾝｽ連盟 開催日： 2018年11月4日（日）                     

  小学生１～４年 メレンゲ                                            

優　勝  原澤　英大        堀井　日菜子　    ｷﾗﾋﾟｰｷｯｽﾞ山梨           

準優勝  高瀬　遥          鈴木　一葉梨　    ｷﾗﾋﾟｰｷｯｽﾞ山梨           

第３位  鈴木　彩葉        上野　綾花        ｷﾗﾋﾟｰｷｯｽﾞ山梨           

第４位  伊木　心晴        竹之内　梨音　    ｷﾗﾋﾟｰｷｯｽﾞ山梨           

第５位  吉信　響          渡辺　華凛        ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ          

第６位  渡邉　桐茉        佐々木　悠乃　    ｷﾗﾋﾟｰｷｯｽﾞ山梨           

  小学生１～４年 サルサ                                              

優　勝  原澤　英大        堀井　日菜子　    ｷﾗﾋﾟｰｷｯｽﾞ山梨           

準優勝  伊木　心晴        竹之内　梨音　    ｷﾗﾋﾟｰｷｯｽﾞ山梨           

第３位  高瀬　遥          鈴木　一葉梨　    ｷﾗﾋﾟｰｷｯｽﾞ山梨           

第４位  鈴木　彩葉        上野　綾花        ｷﾗﾋﾟｰｷｯｽﾞ山梨           

第５位  渡邉　桐茉        佐々木　悠乃　    ｷﾗﾋﾟｰｷｯｽﾞ山梨           

第６位  吉信　響          渡辺　華凛        ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ          

第７位  興津　和香        興津　七音        チャチャﾂ子静岡         

  小学生１～４年 サンバ                                              

優　勝  原澤　英大        堀井　日菜子　    ｷﾗﾋﾟｰｷｯｽﾞ山梨           

準優勝  高瀬　遥          鈴木　一葉梨　    ｷﾗﾋﾟｰｷｯｽﾞ山梨           

第３位  伊木　心晴        竹之内　梨音　    ｷﾗﾋﾟｰｷｯｽﾞ山梨           

第４位  鈴木　彩葉        上野　綾花        ｷﾗﾋﾟｰｷｯｽﾞ山梨           

第５位  吉信　響          渡辺　華凛        ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ          

第６位  渡邉　桐茉        佐々木　悠乃　    ｷﾗﾋﾟｰｷｯｽﾞ山梨           

第７位  大石　ひとみ      松岡　心葉        ＤＣ.Ｊｒルンルン       

第８位  工藤　百花        高柳　依奈        ＤＴＳジュニア相模原    

  小学生１～４年 チャチャチャ                                        

優　勝  原澤　英大        堀井　日菜子　    ｷﾗﾋﾟｰｷｯｽﾞ山梨           

準優勝  伊木　心晴        竹之内　梨音　    ｷﾗﾋﾟｰｷｯｽﾞ山梨           

第３位  高瀬　遥          鈴木　一葉梨　    ｷﾗﾋﾟｰｷｯｽﾞ山梨           

第４位  鈴木　彩葉        上野　綾花        ｷﾗﾋﾟｰｷｯｽﾞ山梨           

第５位  吉信　響          渡辺　華凛        ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ          

第６位  渡邉　桐茉        佐々木　悠乃　    ｷﾗﾋﾟｰｷｯｽﾞ山梨           

第７位  野村　結花        ﾎﾜｲﾄﾝ　夏奈実     ＤＴＳジュニア相模原    

  中学生ソロ　サンバ                                                 

優　勝  高山　禮                            ｷﾗﾋﾟｰｷｯｽﾞ山梨           

準優勝  小澤　莉緒                          ｷﾗﾋﾟｰｷｯｽﾞ山梨           

第３位  野崎　汐里                          ｷﾗﾋﾟｰｷｯｽﾞ山梨           

第４位  西　遙流                            ＤＣ.Ｊｒルンルン       

第５位  大塚　ひまり                        Toys　Dance　Place      

第６位  山内　愛織                          ＤＴＳジュニア相模原    

  中学生ソロ　チャチャチャ                                           

優　勝  小澤　莉緒                          ｷﾗﾋﾟｰｷｯｽﾞ山梨           

準優勝  野崎　汐里                          ｷﾗﾋﾟｰｷｯｽﾞ山梨           

第３位  西　遙流                            ＤＣ.Ｊｒルンルン       

第４位  大塚　ひまり                        Toys　Dance　Place      

第５位  武内　研聖                          ＤＴＳジュニア相模原    

第６位  井上　愛捺                          ＤＴＳジュニア相模原    

　◆  競技会支援システム  【 Ver. N  ( Rev.-8.10 / 2018-02-01 ) 】 for 《 静岡県ダンススポーツ連盟 》



入 賞 者 一 覧 表 競技会コード： １ ８ １ １ ９ ９2018ジュニアダンスフェスティバルin静岡  

開催会場： ｸﾞﾗﾝｼｯﾌﾟ6F交流ﾎｰﾙ                       主催者： 静岡県ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ連盟、静岡県ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑﾀﾞﾝｽ連盟 開催日： 2018年11月4日（日）                     

  小学生ソロ　サンバ                                                 

優　勝  小澤　莉緒                          ｷﾗﾋﾟｰｷｯｽﾞ山梨           

準優勝  高山　禮                            ｷﾗﾋﾟｰｷｯｽﾞ山梨           

第３位  堀井　日菜子　                      ｷﾗﾋﾟｰｷｯｽﾞ山梨           

第４位  山村　初香                          ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ          

第５位  伊木　心晴                          ｷﾗﾋﾟｰｷｯｽﾞ山梨           

第６位  林　夏希                            ＤＣ.Ｊｒルンルン       

第７位  吉信　響                            ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ          

第８位  渡邉　桐茉                          ｷﾗﾋﾟｰｷｯｽﾞ山梨           

  小学生ソロ　チャチャチャ                                           

優　勝  小澤　莉緒                          ｷﾗﾋﾟｰｷｯｽﾞ山梨           

準優勝  高山　禮                            ｷﾗﾋﾟｰｷｯｽﾞ山梨           

第３位  伊木　心晴                          ｷﾗﾋﾟｰｷｯｽﾞ山梨           

第４位  堀井　日菜子　                      ｷﾗﾋﾟｰｷｯｽﾞ山梨           

第５位  山村　初香                          ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ          

第６位  渡邉　桐茉                          ｷﾗﾋﾟｰｷｯｽﾞ山梨           

第７位  竹之内　梨音　                      ｷﾗﾋﾟｰｷｯｽﾞ山梨           

  子どもダンスうんどう                                               

優　勝  D.T.Sｼﾞｭﾆｱ相模原                    D.T.Sｼﾞｭﾆｱ相模原        

準優勝  DCｼﾞｭﾆｱﾙﾝﾙﾝ                         DCｼﾞｭﾆｱﾙﾝﾙﾝ             
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