
神奈川県ダンススポーツ選手権　歴代優勝者

回 開催年月 スタンダード　優勝 ラテン　優勝

第1回 1996年12月 中西 剛 中西えり奈 神奈川県    

第2回 1997年11月 中西 剛 中西えり奈 神奈川県    

第3回 1998年08月 和智 健郎 和智喜理子 神奈川県 鈴木 一裕 戸村 あき

第4回 1999年12月 松本 達幸 松本 輝美 神奈川県 加藤 晃 田渕 華 東京都

第5回 2000年09月 松本 達幸 松本 輝美 神奈川県 加藤 晃 田渕 華 東京都

第6回 2002年09月 外山 尚之 外山 聡美 神奈川県 高見澤 健 石川 真理子 千葉県

第7回 2003年09月 片桐 宗和 北出 千紘 神奈川県 岡 晃大 下村 知美 神奈川県

第8回 2004年05月 和智 健郎 和智 喜理子 神奈川県 望月 洋一 望月 幸子 神奈川県

第9回 2005年07月 和智 健郎 和智 喜理子 神奈川県 田中 秀一 小林 雅代 神奈川県

第10回 2006年07月 外山 尚之 外山 聡美 神奈川県 田中 秀一 小林 雅代 神奈川県

第11回 2007年04月 吉川 竜 石井 恵麻 神奈川県 名越 慎悟 田辺 美由紀 神奈川県

第12回 2008年04月 川島 知也 小嶋 まつり 神奈川県 川島 知也 小嶋 まつり 神奈川県

第13回 2009年04月 小嶋 みなと 盛田 めぐみ 神奈川県 久野 将也 和田 有可 茨城県

第14回 2010年04月 吉川 竜 石井 恵麻 神奈川県 久保田 豊 久保田 幸 東京都

第15回 2011年05月 小嶋 みなと 盛田 めぐみ 神奈川県 小嶋 みなと 盛田 めぐみ 神奈川県

第16回 2012年04月 小嶋 みなと 盛田 めぐみ 神奈川県 川島 知也 小嶋 まつり 神奈川県

第17回 2013年04月 小嶋 みなと 盛田 めぐみ 神奈川県 西村 康宏 大竹 舞 東京都

第18回 2014年04月 村川 明 村川 絢子 神奈川県 名越 慎悟 名越 明子 神奈川県

第19回 2015年04月 小嶋 みなと 盛田 めぐみ 神奈川県 西村　康宏 大竹　舞 東京都

第20回 2016年04月 孫　祖博 西村　早織 東京都 鈴木　奨太 森田　舞夢 千葉県 

前回大会の入賞者

スタンダード ラテン

2017年04月 優勝 小嶋　みなと 盛田　めぐみ 県DSC 鈴木　奨太 森田　舞夢 千葉県 

横浜文化体育館 準優勝 寒河江　貴大 熊木　美和 埼玉県 名越　慎悟 名越　明子 県DSC 

3位 楠木　義久 四戸　香 未来ダンサー 海老原　拳人 タカギ　ルナ 千葉県 

4位 棚橋　健 盛田　舞香 東京都 山本　哲郎 工藤　由美子 東京都 

5位 米積　雄大 和田　みさり 東京都 小泉　遼 宮﨑　佑希 県DSC 

6位 石田　龍之介 村井　絢香 東京都 福馬　智生 泉名　咲璃 東京都 

スタンダード ラテン

優勝 田中　克典 小山　美香子 東京都 西村　拓一 渡辺　由紀子 東京都 

準優勝 正田　守 正田　美樹 県DSC 清水　淳 清水　日奈子 茨城県 

3位 荒木　賢治 帆足　まさ子 山口県 長嶋　善哉 目時　玲奈 県DSC 

4位 須田　幸彦 足立　恵子 県DSC 田中　克典 小山　美香子 東京都 

5位 伊藤　竜太郎 伊藤　和香子 東京都 林　崇徳 林　世子 県DSC 

6位 長嶋　善哉 目時　玲奈 県DSC 宮田　良一 濱地　千夏 県DSC 

相模原総合体育館

第21回神奈川県ダンススポーツ選手権

2017関東甲信越ブロック選手権・シニアⅡ

県立体育センター

県立体育センター

県立体育センター

とどろきアリーナ

県立体育センター

県立体育センター

秩父宮記念体育館

とどろきアリーナ

県立体育センター

会場

とどろきアリーナ

横浜文化体育館

とどろきアリーナ

南足柄体育センター

とどろきアリーナ

とどろきアリーナ

とどろきアリーナ

横浜文化体育館

ひらつかアリーナ

秩父宮記念体育館
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