
入 賞 者 一 覧 表 ハッピーニューイヤ-ダンスフェスティバル２０１９

開催会場： ファースト・プレイス 主催者： タマオキトモヒロダンススクール 開催日： 平成31年1月13日

 オープン戦　ラテン

優　勝  福馬　智生 泉名　咲璃 東京都

準優勝  大久保　稔也 吉村　春香 東京都

第３位  小林　武之 畑　紗貴子 神奈川県

第４位  山本　哲郎 工藤　由美子 東京都

第５位  山本　健太 石垣　真衣 千葉県

第６位  大秋　英彦 大秋　史子 東京都

第７位  小澤　玲音 堀井　香菜子 山梨県

 オープン戦　スタンダード

優　勝  手塚　太久 山口　紗恵 東京都

準優勝  倉田　幸竜 石原　加奈子 神奈川県

第３位  金子　孟史 杉原　彩波 東京都

第４位  宮崎　真吾 宮崎　媛乃 東京都

第５位  藤田　和大 繁田　真理子 東京都

第６位  西山　千翔 赤羽　ひより 東京都

第７位  小澤　玲音 堀井　香菜子 山梨県

第８位  大内　彰 大内　まい 福島県

第９位  野田　正晴 高橋　奈保子 兵庫県

 ダイアモンドシニア ラテン

優　勝  吉田　晃一郎 本間　はるみ 神奈川県

準優勝  小堀　正道 佐俣　幸子 群馬県

第３位  山岸　昌彦 山岸　みどり 静岡県

第４位  五味川　蔀 千葉　貴世美 埼玉県

第５位  野本　一雄 野本　京子 東京都

 ダイアモンドシニア スタンダード

優　勝  山岸　昌彦 山岸　みどり 静岡県

準優勝  吉田　晃一郎 本間　はるみ 神奈川県

第３位  五味川　蔀 千葉　貴世美 埼玉県

第４位  野本　一雄 野本　京子 東京都

 メインシニア ラテン

優　勝  前田　信春 松本　弓子 東京都

準優勝  小堀　正道 佐俣　幸子 群馬県

第３位  野田　正晴 高橋　奈保子 兵庫県

第４位  吉田　晃一郎 本間　はるみ 神奈川県

第５位  大井　秀一 大井　利栄子 東京都

第６位  鷺谷　敏夫 香　麗奈 茨城県

第７位  野本　一雄 野本　京子 東京都

第８位  永瀬　実 永瀬　洋子 茨城県

 メインシニア スタンダード

優　勝  野田　正晴 高橋　奈保子 兵庫県

準優勝  大平　国二 安達  恵里 神奈川県

第３位  吉田　晃一郎 本間　はるみ 神奈川県

第４位  野本　一雄 野本　京子 東京都

第５位  鷺谷　敏夫 香　麗奈 茨城県

第６位  永瀬　実 永瀬　洋子 茨城県



入 賞 者 一 覧 表 ハッピーニューイヤ-ダンスフェスティバル２０１９

開催会場： ファースト・プレイス 主催者： タマオキトモヒロダンススクール 開催日： 平成31年1月13日

 プレシニア ラテン

優　勝  相木　孝之 西村　清美 東京都

準優勝  前田　信春 松本　弓子 東京都

第３位  小堀　正道 佐俣　幸子 群馬県

第４位  野田　正晴 高橋　奈保子 兵庫県

第５位  武島　進 三上　とき子 東京都

第６位  鷺谷　敏夫 香　麗奈 茨城県

第７位  佐原　健一 沢田　伸子 埼玉県

第８位  水間　得三 山中　桂子 埼玉県

第９位  猪瀬　聡志 宮本　雅美 茨城県

 プレシニア スタンダード

優　勝  高谷　大輔 高谷　珠美 神奈川県

準優勝  大内　彰 大内　まい 福島県

第３位  野田　正晴 高橋　奈保子 兵庫県

第４位  金子　昌幸 木島　登茂子 東京都

第５位  佐原　健一 三上　とき子 埼玉県

第６位  水間　得三 山中　桂子 埼玉県

 フレッシャーズ ラテン

優　勝  大久保　稔也 吉村　春香 東京都

準優勝  金子　孟史 中村　麗奈 東京都

第３位  島　悠輔 原田　紀和子 東京都

第４位  齋藤　大輔 池田　美紅 東京都

第５位  小河原　彰純 山下　真奈 東京都

 フレッシャーズ スタンダード

優　勝  手塚　太久 山口　紗恵 東京都

準優勝  金子　孟史 杉原　彩波 東京都

第３位  藤田　和大 繁田　真理子 東京都

第４位  山本　健太 石垣　真衣 千葉県

第５位  西山　千翔 赤羽　ひより 東京都

第６位  小河原　彰純 山下　真奈 東京都

 高校生 ラテン

優　勝  牧野　果礼 佐野　媛菜 東京都

準優勝  滝川　貴之 滝川　綾乃 愛知県

第３位  小島　獅桐 安原　ゆめる 群馬県

第４位  山本　一真 伊藤　梨乃 愛知県

第５位  北島　蓮 平井　咲希 埼玉県

第６位  ﾍﾞﾙﾃｨｽ　ﾀﾞｲｷ ﾍﾞﾙﾃｨｽ　ｱｲｺ 山梨県

 高校生 スタンダード

優　勝  滝川　貴之 滝川　綾乃 愛知県

準優勝  山本　一真 伊藤　梨乃 愛知県

第３位  ﾎﾜｲﾄﾝ　謙心 ﾎﾜｲﾄﾝ　夏奈実     神奈川県

第４位  小島　獅桐 安原　ゆめる 群馬県

第５位  北島　蓮 平井　咲希 埼玉県

第６位  赤間　咲紀 武藤　愛星 宮城県

第７位  高階　凌 哘　桜 北海道

第８位  濱田　琉成 鈴木　桜咲 栃木県

第９位  神武　晴 池田　結咲 福岡県



入 賞 者 一 覧 表 ハッピーニューイヤ-ダンスフェスティバル２０１９

開催会場： ファースト・プレイス 主催者： タマオキトモヒロダンススクール 開催日： 平成31年1月13日

 中学生 ラテン

優　勝  滝川　貴之 滝川　綾乃 愛知県

準優勝  ﾎﾜｲﾄﾝ　謙心 ﾎﾜｲﾄﾝ　夏奈実     神奈川県

第３位  小島　獅桐 安原　ゆめる 群馬県

第４位  牧野　果礼 佐野　媛菜 東京都

第５位  小澤　玲音 堀井　香菜子 山梨県

第６位  濱田　琉成 鈴木　桜咲 栃木県

第７位  ﾍﾞﾙﾃｨｽ　ﾀﾞｲｷ ﾍﾞﾙﾃｨｽ　ｱｲｺ 山梨県

 中学生 スタンダード

優　勝  滝川　貴之 滝川　綾乃 愛知県

準優勝  ﾎﾜｲﾄﾝ　謙心 ﾎﾜｲﾄﾝ　夏奈実     神奈川県

第３位  小澤　玲音 堀井　香菜子 山梨県

第４位  濱田　琉成 鈴木　桜咲 栃木県

第５位  小島　獅桐 安原　ゆめる 群馬県

第６位  赤間　咲紀 武藤　愛星 宮城県

第７位  高階　凌 哘　桜 北海道

第８位  神武　晴 池田　結咲 福岡県

第９位  武内　研聖 井上　愛捺 神奈川県

 小学生４・５・６年生 ラテン

優　勝  ﾎﾜｲﾄﾝ　謙心 ﾎﾜｲﾄﾝ　夏奈実     神奈川県

準優勝  笹澤　凜 降旗　沙季 千葉県

第３位  安原　ゆめる 矢川　莉梨 山梨県

第４位  原口　侑弥 橋本　旺花 富山県

第５位  高階　凌 哘　桜 北海道

第６位  鮫島　粋良 杉原　彩波 東京都

第７位  濱田　琉成 鈴木　帆南 栃木県

 小学生４・５・６年生　スタンダード

優　勝  ﾎﾜｲﾄﾝ　謙心 ﾎﾜｲﾄﾝ　夏奈実     神奈川県

準優勝  高階　凌 哘　桜 北海道

第３位  笹澤　凜 降旗　沙季 千葉県

第４位  吉岡　栄太 竹内　杏奈 千葉県

第５位  高山　禮 上野　夏実 山梨県

第６位  小澤　莉緒 堀井　日菜子 東京都

第７位  濱田　琉成 鈴木　帆南 栃木県

第８位  原口　侑弥 橋本　旺花 富山県

  小学生３年生以下 ラテン

優　勝  吉岡　栄太 竹内　杏奈 千葉県

準優勝  名塚　瑛太 三上　真代 神奈川県

第３位  原澤　英大 髙瀨　遥 山梨県

第４位  勝木　里桜 寺本　彩央 東京都

第５位  矢野　響大 黒嶋　ひなの 千葉県

第６位  小宮　康平 佐藤　叶望 千葉県

  小学生３年生以下 スタンダード

優　勝  吉岡　栄太 竹内　杏奈 千葉県

準優勝  杉本　朱理 白石　撫子 東京都

第３位  伊木　心晴 竹之内　梨音 山梨県

第４位  足立　拓海 木下　真代 千葉県

第５位  原澤　英大 髙瀨　遥 山梨県

第６位  勝木　里桜 寺本　彩央 東京都

第７位  矢野　響大 黒嶋　ひなの 千葉県

第８位  塩野　志峰 北島　杏奈 埼玉県



入 賞 者 一 覧 表 ハッピーニューイヤ-ダンスフェスティバル２０１９

開催会場： ファースト・プレイス 主催者： タマオキトモヒロダンススクール 開催日： 平成31年1月13日

 ｼﾞｭﾆｱｶﾞｰﾙｽﾞﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ ラテン

優　勝  牧野　果礼 佐野　媛菜 東京都

準優勝  安原　ゆめる 矢川　莉梨 山梨県

第３位  笹澤　凜 降旗　沙季 千葉県

第４位  赤間　咲紀 武藤　愛星 宮城県

第５位  田口　莉彩 福原　聖彩 埼玉県

第５位  中島　優嘉 阿部　愛華 埼玉県

 ｼﾞｭﾆｱｶﾞｰﾙｽﾞﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ スタンダード

優　勝  赤間　咲紀 武藤　愛星 宮城県

準優勝  稲村　華 松田　凜音 茨城県

第３位  笹澤　凜 降旗　沙季 千葉県

第４位  小澤　莉緒 上野　夏実 山梨県

第５位  阿部　愛華 福原　聖彩 埼玉県

第６位  野崎　汐里 高山　禮 山梨県

第７位  中島　優嘉 田口　莉彩 埼玉県

第８位  山本　晴華 橋本　沙那 埼玉県

 ｼﾞｭﾋﾞﾅｲﾙｶﾞｰﾙｽﾞﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ ラテン

優　勝  安原　ゆめる 矢川　莉梨 山梨県

準優勝  岸　由麻 久保寺　唯李 山梨県

第３位  伊木　心晴 上野　綾花 山梨県

第４位  小澤　莉緒 堀井　日菜子 東京都

第５位  米澤　明日香 大部　華菜 茨城県

第６位  勝木　里桜 寺本　彩央 東京都

第７位  橋本　華花 新井　日菜 埼玉県

第８位  打越　聖愛 加藤　向葵 茨城県

第９位  三上　真代 名塚　舞衣 神奈川県

 ｼﾞｭﾋﾞﾅｲﾙｶﾞｰﾙｽﾞﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ スタンダード

優　勝  小澤　莉緒 堀井　日菜子 東京都

準優勝  杉本　朱理 白石　撫子 東京都

第３位  勝木　里桜 寺本　彩央 東京都

第４位  鈴木　彩葉 上野　綾花 山梨県

第５位 田邉　奈央 永井　鈴乃 埼玉県

第６位 稲村　咲 松田　凜星 茨城県

第７位  伊木　心晴 竹之内　梨音 山梨県

第８位  打越　聖愛 加藤　向葵 茨城県

 ソロ男子ラテン選手権

優　勝  滝川　貴之 愛知県

準優勝  小島　獅桐 群馬県

第３位  原口　侑弥 富山県

第４位  野村　拓斗 山梨県

第５位  吉岡　栄太 千葉県

第６位  神武　晴 福岡県

第７位  熊谷　名留 千葉県

第８位  小宮　康平 千葉県

 ソロ男子スタンダード選手権

優　勝  滝川　貴之 愛知県

準優勝  高階　凌 北海道

第３位  小島　獅桐 群馬県

第４位  熊谷　名留 千葉県

第５位  原口　侑弥 富山県

第６位  神武　晴 福岡県

第７位  畠山　藍匠 千葉県

第８位  吉岡　栄太 千葉県



入 賞 者 一 覧 表 ハッピーニューイヤ-ダンスフェスティバル２０１９

開催会場： ファースト・プレイス 主催者： タマオキトモヒロダンススクール 開催日： 平成31年1月13日

 ソロ女子ラテン選手権

優　勝  滝川　綾乃 愛知県

準優勝  大塚　萌 長野県

第３位  伊藤　梨乃 愛知県

第４位  降旗　沙季 千葉県

第５位  竹内　杏奈 千葉県

第６位  小澤　莉緒 山梨県

 ソロ女子スタンダード選手権

優　勝  滝川　綾乃 愛知県

準優勝  降旗　沙季 千葉県

第３位  西原　明日蘭 神奈川県

第４位  和田　小桜 山梨県

第５位  笹澤　凜 千葉県

第６位  伊藤　梨乃 愛知県

第７位  哘　桜 北海道

第８位  今村　香里奈 神奈川県

第９位  小澤　莉緒 山梨県


