
背番号チーム名 所属 種目 出場者 種目 出場者 種目 出場者

吉川　竜 池田　昌和 小嶋　みなと

石井　恵麻 白井　菜央 盛田　めぐみ

川島　知也 田中　秀一 大手　俊幸

小嶋　まつり 田中　雅代 大手　真美

大上　勇夫      古賀　義郎      大江　周平      

相沢　礼子      古市　達子      大江　節子      

久保　勉        西尾　幸悦      石橋　清治      

徳重　三保子    浅地　明美      小野　早苗      

磯貝　英夫 渡辺　崇 岩見　悦緒

磯貝　貴美子 鷹野　芙美代 岩見　綾子

小寺　謙治 塚田　賢司 奥井　恒明

杉本　由美子 中根　孝子 奥井　由紀子

佐藤　弘美 山本　豊 松野　礎

佐藤　睦美 山本　光子 松野　留美

林　勇蔵 ｼﾞｪﾈｼｽ ﾏﾆｰｺﾞ 瀧澤　琢哉

安信　まつ子 上田　悦子 瀧澤　亜紀子

大辻　明 坂上　重一 磯田　一夫

中本　光子 坂上　美惠子 本田　和美

小野　智史 山岸　慶治 小嶋　三千男

小野　正子 山岸　幸子 高橋　雪枝

古木　正文 大木　豊 石原　茂樹

古木　糸世 大木　洋子 松岡　美穂子

髙橋　渡 菊池　美佐男 泉　邦雄

髙橋　眞紀子 長谷川　由美 寺井　さち子

服部　信和 桐谷　勝己 磯目　輝行

永井　澄枝 桐谷　紀子 斉藤　久美子

赤池　龍彦 青木　徹 松本　修

柏木　美乃 青木　とし恵 井上　枝美子

小林　春雄 岡本　寿一 古澤　雅義

小林　愛子 岡本　保美 古澤　節子

武智　隆夫 高橋　光男 山田　栄二

井料　冨美子 高橋　うき子 山田　マサ子

藤田　昌邦 田代　晃久 工藤　洋一

藤田　ヒロ子 小川　由美子 林　曜子

三宅　博輝 外立　正富 小田　紘久

上岡　美智子 伊橋　英子 小田　道子

三觜　政次 橘川　和彦 藤岡　直邦

三觜　圭子 橘川　惠子 藤岡　千江

永井　孝明 瀬脇　廣巳 谷　忠直

永井　優子 小竹　由紀子 谷　真弓

9 鎌倉市
鎌倉市
ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ連盟

W F Q

S C P

10 藤沢市
藤沢市
ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ連盟

W F Q

S C P

8 相模原市
相模原市
ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ連盟

W F Q

S C P

5
横浜市
Ｂチーム

横浜市
ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ連盟

W F Q

S C P

4
横浜市
Ａチーム

横浜市
ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ連盟

W F Q

S C P

7 湘南
湘南
ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ連盟

W F Q

S C P

6 相模
相模
ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ連盟

W F Q

S C P

3 川崎市
川崎市
ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ連盟

W F Q

S C P

2
県ＤＳＣ
Ｂチーム

神奈川県
ＤＳＣ

W FQ

S C P

第９回神奈川県加盟団体対抗戦　出場チーム・選手一覧

1
県ＤＳＣ
Ａチーム

神奈川県
ＤＳＣ

W F Q

S C P



区分 背番号 チーム名 所属 Waltz Tango Chachacha Rumba

渡辺　崇 磯貝　英夫 小寺　謙治 久保谷　亨

鷹野　芙美代 磯貝　貴美子 杉本　由美子 尾畑　多香子

岡本　寿一 古澤　雅義 武智　隆夫 吉田　二郎

岡本　保美 古澤　節子 井料　冨美子 吉田　春美

内藤　渉 大木　豊 泉　邦雄 髙羽　和郎

三好　永見子 大木　洋子 寺井　さち子 髙羽　厚子

藤岡　克煕 丹羽　信治 青木　徹 大山　晃

藤岡　ふみ子 大山　圭子 青木　とし恵 恒次　美代子

田代　晃久 鶴岡　洋二 高橋　浩 渡辺　則雄

小川　由美子 磯野　裕貴子 高橋　幸子 岡本　すみれ

藤田　昌邦 工藤　洋一 外立　正富 小田　紘久

藤田　ヒロ子 林　曜子 伊橋　英子 小田　道子

砂川　育太朗 川口　健二 西尾　幸悦 永井　孝明

西尾　良子 川上　征子 浅地　明美 永井　優子

磯田　一夫 龍崎　義也 久保寺　恒久 三田村　泰秀

本田　和美 遠藤　洋子 田野尻　郁子 志摩　佳子

吉岡　勝義 国武　和夫 里吉　昭雄 山岸　慶治

吉岡　信江 青木　スエ子 志垣　絹子 山岸　幸子

松野　礎 坪井　三郎 古川　信俊 志田　昌一

松野　留美 飯田　深雪 内田　和子 小原　千晶

泉　明夫 長谷川　光俊 小嶋　三千男 藤井　友則

夏井　美智子 長谷川　久美子 高橋　雪枝 木名瀬　藤江

荒瀬　圭介 草柳　義晴 大林　忠明 若杉　和彦

荒瀬　淑子 草柳　ゆきゑ 菅原　二三子 山田　ハルエ

長塚　一喜 塙　和久 小澤　栄 菅野　欽也

長塚　恵子 塙　久美子 小澤　渓子 菅野　香津子

葛西　正治 安藤　孝男 百瀬　秀信 島田　秀夫

高田　稲子 中川　ケイ 小野　百合子 三輪　あつ子

小林　次雄 川下　正広 三橋　昌夫 谷本　正

佐々木　栄子 吉田　美津子 三橋　良子 山川　しげ子

千種　正男 野中　修一 吉江　松二 伊藤　隆

千種　米子 野中　ひろみ 倉部　八重子 鈴木　香

緑川　近夫 灰田　登司海 永瀬　俊一郎 三宅　博輝

緑川　ヤスヨ 灰田　正江 木村　登志子 上岡　美智子

登山　和夫 佐々木　幸夫 高野　茂則 渡利　斉水

高島　隆子 佐々木　輝子 高野　宏子 須藤　弘子

池田　信孝 金谷　士壽男 麻生　光雄 北川　憲一

池田　美智代 金谷　恵子 佐藤　琇子 北川　聖子

岩崎　昇師 新井　正之 伊藤　博 深沢　立美

岩崎　いく子 栗田　二三子 堀江　みどり 石川　富貴子

横田　久雄 鈴木　康之 根岸　征治 橋倉　勝彦

横田　とよ子 小泉　久子 根岸　国子 石川　明美

サ

ー

ク

ル

対

抗

戦

Ⅰ

サ
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ル

対
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戦

Ⅱ

31 ウイング、ヨコハマ

27 ウェルフェアダンス鎌倉

25
しんゆり
ダンススポ－ツクラブ

23 湘南連盟テンダンス

横浜市

29 パワーストンクラブＢ 横浜市

30
ウェーブ
ダンススポーツクラブ

横浜市

鎌倉市

28
アントニオ
クレオパトラ会

鎌倉市

川崎市

26
ツヴァイ
ダンススポ－ツクラブ

鎌倉市

湘南

24 追浜ダンススポ－ツ会 湘南

パワーストンクラブＡ 横浜市

21 フリーダンスサークル 横浜市

22 モアナ逗子 湘南

18 ハマのダンス研究会 横浜市

19
ウェーブ
ダンススポーツクラブ

横浜市

20

16
アントニオ
クレオパトラ会Ｂ

鎌倉市

17 ロイヤルハイネス 藤沢市

相模

14
サ－クル
レッツダンス並木

湘南

13
大和市ダンススポ－ツ
アマチュア選手会

15
アントニオ
クレオパトラ会Ａ

鎌倉市

第９回神奈川県サークル対抗戦　出場チーム・選手一覧

11
NEC玉川
ダンススポ－ツ部

川崎市

12 エイト舞研 相模原市
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