
 報  告  書 

第 2３回 相模原市ダンススポーツ競技大会  
               相模原市ダンススポーツ連盟 

開催日    平成２４年 ９月 30 日（日） 
        １０：００ ～ １８：００  （開場８：３０） 

会 場     相模原市立総合体育館 （相模原市南区麻溝台 ２２８４－１） 
 

競技参加選手数   合計７１８名  スタンダード      ラテン 
           相模原市長杯争奪戦   １９組       ７組  

C 級戦    １２４組      ６３組 
               １級戦     ５１組      ２０組 
               ２級戦     ２０組      ２０組 
               ３級戦     ３３組      ２２組 
            グランドシニア B 級 ２０組      １０組 
             ミドルシニア B 級 ２２組      １０組 
           シルバー １２０歳以上 １５組      １０組 
           シルバー １４０歳以上 １０組      ＊＊＊ 
               小計     ３１４組     １６２組 
               合計         ４７６組 
 
 
 
   開会式                    試合風景 （C 級戦） 

 
   
 
 
決勝戦入賞者の、お名前と写真を次のページ以降に掲載いたします。 



相模原市長杯戦 スタンダード           
 
優 勝 鈴木 康介  小山 絵美   千葉県 
準優勝 加藤 重之  三宅 由紀子  東京都 
第３位 町田 孝   岡田 八重子  川崎市 
第４位 長嶋 善哉  目時 玲奈   県 DSC 
第５位 大江 周平  大江 節子   県 DSC 
第６位 日比野 英彦  日比野 久美子 県 DSC 
  
 
 
ＤＳＣJ Ｃ級戦 スタンダード        
 
優 勝 永井 孝明  永井 優子   藤沢市 
準優勝 大江 周平  大江 節子   県 DSC 
第３位 棚橋 真澄  棚橋 富士子  県 DSC 
第４位 高橋 光滋  板屋 美江   東京都 
第５位 長屋 輝伸  土田 舞    静岡県 
第６位 武江 公冶  浅川 友子   山梨県 
 
 
ＤＳＣＪ  １級戦 スタンダード         
 
優 勝 石戸 要   宮崎 洋子   横浜市 
準優勝 牧島 勲   高野 フサ江  東京都 
第３位 工藤 博   鈴木 麗子   厚木市 
第４位 青沼 利治  長谷川 公代  相 模 
第５位 村島 茂士  平田 由利子  東京都 
第６位 深田 勝朗  深田 睦子   横浜市 
第７位 後藤 十九男 後藤 裕子   東京都 
第８位 馬場 正敏  池添 満利子  横浜市 
 
 
ＤＳＣＪ ２級戦 スタンダード         
 
優 勝 岩本 光俊   岩本 恵子  藤沢市 
準優勝 田中 久夫   花井 芳江  東京都 
第３位 我妻 隆夫   我妻 日出子 藤沢市 
第４位 佐藤 純司   入澤 好子  横浜市 
第５位 日下部 秀美  藤田 安江  横浜市 
第６位 古山 正義   古山 美智子 横浜市 
第 7 位 吉田 昭平   吉田 吏佐子 湘南 



ＤＳＣＪ 3 級戦 スタンダード         
 
優 勝 西峯 弘明   杉江 彩乃  相模原市 
準優勝 升谷 江一   村瀬 弘子  川崎市 
第３位 桐山 康照   中西 道子  相模原市 
第４位 沖山 雅敏   牧野 利枝  東京都 
第５位 佐藤 輝雄   工藤 洋子  横浜市 
第６位 榎本 貞二   榎本 瞳   東京都 
 
 
ミドルシニア Ｂ級戦 スタンダード     
 
優 勝 高橋 光滋   坂屋 美江  東京都 
準優勝 町田 孝    岡田 八重子 川崎市 
第３位 西山 隆    石金 美津子 千葉県 
第４位 遠藤 秀信   宮川 郁子  県 DSC 
第５位 須田 幸夫   須田 ひとみ 東京都 
第６位 藤原 滋    三木 春枝  県 DSC 
 
 
グランドシニア Ｂ級戦 スタンダード       
 
優 勝 日比野 秀彦  日比野 久美子 県 DSC 
準優勝 小川 幸雄   小川 雅子   東京都 
第３位 矢島 敬一   三谷 ときわ  横浜市 
第４位 大澤 五郎   菅谷 リツエ  横浜市 
第５位 川口 俊一   千葉 和恵   東京都 
第６位 豊田 敏明   山中 洋子  相模原市 
第７位 佐々木 謙一  武田 恵美子  東京都 
 
 
シルバー１４０歳戦 スタンダード         
 
優 勝 丸山 建夫   翔本 みち子  東京都 
準優勝 金井 日出夫  金井 艶子   埼玉県 
第３位 山岸 昌彦   山岸 みどり  静岡県 
第４位 伊藤 直樹   伊藤 千津子  県 DSC 
第５位  若杉 和彦   山田 ハルエ  湘南 
第６位 古川 光悦   古川 佳子  相模原市 
 
 
 



相模原市長杯戦 ラテン               
 
優 勝 今泉 寛    馬渕 さなえ  県 DSC 
準優勝 長嶋 善哉   目時 玲奈   県 DSC 
第３位 北村 浩介   春名 由香里  県 DSC 
第４位 石渡 和広   山口 信子   川崎市 
第５位 橋本 宏    安藤 房子   横浜市 
第６位 田中 達志   川上 志津子  東京都 
 
 
ＤＳＣＪ Ｃ級戦 ラテン              
 
優 勝 松本 修    井上 枝美子  湘南 
準優勝 中村 康浩   中村 峯子   藤沢市 
第３位 石井 雅章   緑川 安子   千葉県 
第４位 棚橋 真澄   棚橋 富士子  県 DSC 
第５位 松本 正美   勝田 弘子   山梨県 
第６位 飯田 剛    飯田 弘子   県 DSC 
 
 
ＤＳＣＪ １級戦 ラテン              
 
優 勝 加藤 一雄   加藤 紀子   相模原市 
準優勝 大野 敏郎   大野 香代子  湘南 
第３位 橋本 一行   橋本 成子   東京都 
第４位 東田 真之   東田 洋子   横浜市 
第５位 石川 潔    石川 和子   県 DSC 
第６位 田中 勇治   田中 秀子   相模 
 
 
ＤＳＣＪ ２級戦 ラテン              
 
優 勝 細渕 悦雄   川田 由紀子  東京都 
準優勝 杉下 禄郎   濱地 千夏   東京都 
第３位 森田 敏雄   森田 由美子  横浜市 
第４位 田中 久夫   花井 芳江   東京都 
第５位 細井 伸三   細井 洋子   横浜市 
第６位 田中 隆文   田中 ミツエ  東京都 
 
 
 
 



ＤＳＣＪ ３級戦 ラテン              
 
優 勝 西峯 弘明   杉江 彩乃   相模原市 
準優勝 升谷 江一   村瀬 弘子   川崎市 
第３位 岡本 直行   小林 ミヤ子  藤沢市 
第４位 門田 魁    門田 正子   横浜市 
第５位 佐藤 信昭   佐藤 ひで子  協賛教室 
第６位 石神 重秋   石神 ちよ子  東京都 
第７位 柴田 重武   柴田 京子   相模 
第８位 我妻 隆夫   我妻 日出子  藤沢市 
 
 
ミドルシニア B 級戦 ラテン             
 
優 勝 北村 浩介   春名 由香里  県 DSC 
準優勝 松本 修    井上 枝美子  湘南 
第３位 田中 達志   川上 志津子  東京都 
第４位 齋藤 征吾   岸 克子    東京都 
第５位 赤池 龍彦   柏木 美乃   湘南 
第６位 海野 正義   海野 まち子  東京都 
 
 
グランドシニア B 級戦 ラテン           
 
優 勝 小川 幸雄   小川 雅子   東京都 
準優勝 山内 春雄   中島 静江   横浜市 
第３位 秦 東洋司   榎本 宣子   厚木市 
第４位 加藤 美佐雄  浅井 孝子   相模 
第５位 村田 豊    多田 フジ子  東京都 
第６位 伊藤 直樹   伊藤 千津子  県 DSC 
 
 
 
シルバー１２０歳戦 ラテン 
 
優 勝 宮田 良一   吉田 洋子   県 DSC 
準優勝 西尾 幸悦     浅地 明美   県 DSC 
第３位  麻生 光雄   佐藤 崇子   横浜市 
第４位 小澤 栄    小澤 渓子   湘南 
第５位 吉崎 憲一   平山 順子   川崎市 
第６位 山口 たけし  山口 みさ   座間市 
第７位 大貫 利春   畑野 良子   東京都 


