
入 賞 者 一 覧 表 競技会コード： １ ３ １ ２ ０ ６第15回横浜市民ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ選手権大会       

開催会場： 横浜市神奈川ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ                   主催者： 横浜市ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ連盟                     開催日： 2013年12月8日                           

  横浜市民 選手権戦　スタンダード                                    

優　勝  小嶋　みなと      盛田　めぐみ      県DSC                   

準優勝  吉川　竜          石井　恵麻        県DSC                   

第３位  斉藤　慎平        斉藤　瑞穂        県DSC                   

第４位  荒井　良乃介      滝本　りさ子      中区                    

第５位  山本　豊          山本　光子        神奈川区                

第６位  鈴木　恒行        鈴木　由美子      県DSC                   

  横浜市民 選手権戦　ラテン                                          

優　勝  小嶋　みなと      盛田　めぐみ      県DSC                   

準優勝  ジェネシス　マニーゴ              上田　悦子        旭区    

第３位  斉藤　慎平        斉藤　瑞穂        県DSC                   

第４位  今泉　寛          馬渕　さなえ      県DSC                   

第５位  本吉　花純        本吉　仁美        神奈川区                

第６位  林　勇蔵          安信　まつ子      西区                    

  ﾏｽﾀｰｽﾞ戦 １１０歳以上　スタンダード                                

優　勝  浦　忠昭          伊藤　澄江        県DSC                   

準優勝  国武　和夫        青木　スエ子      金沢区                  

第３位  安達　典生        北村　千春        東京都                  

第４位  白川　明彦        田中　恭子        西区                    

第５位  金井　荘一        彦坂　順子        旭区                    

第６位  中西　雅彦        五十島　まさよ    川崎市                  

  ﾏｽﾀｰｽﾞ戦 １２０歳以上　スタンダード                                

優　勝  武花　幸悦        藤原　徳子        県DSC                   

準優勝  柳田　晋          宮崎　洋子        神奈川区                

第３位  岡崎　順夫        武田　紀子        県DSC                   

第４位  佐藤　隆三        中村　増美        神奈川区                

第５位  丸山　隆晴        斎藤　善子        磯子区                  

第６位  白川　明彦        田中　恭子        西区                    

  ﾏｽﾀｰｽﾞ戦 １２０歳以上　ラテン                                      

優　勝  鈴木　恒行        鈴木　由美子      県DSC                   

準優勝  石橋　清治        小野　早苗        県DSC                   

第３位  磯田　一夫        田辺　紀美        中区                    

第４位  大石　実          市木　博美        県DSC                   

  ﾏｽﾀｰｽﾞ戦 １３０歳以上　スタンダード                                

優　勝  田中　幸雄        日高　睦代        港南区                  

準優勝  江川　久          江川　政江        青葉区                  

第３位  国武　和夫        青木　スエ子      金沢区                  

第４位  立野　敏昭        石井　茂美        青葉区                  

第５位  小林　喜正        鈴木　由紀子      旭区                    

第６位  木附沢　茂昭      木附沢　久美子    神奈川区                

第７位  舩山　芳三        大場　雅子        緑区                    
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入 賞 者 一 覧 表 競技会コード： １ ３ １ ２ ０ ６第15回横浜市民ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ選手権大会       

開催会場： 横浜市神奈川ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ                   主催者： 横浜市ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ連盟                     開催日： 2013年12月8日                           

  ﾏｽﾀｰｽﾞ戦 １３０歳以上　ラテン                                      

優　勝  田中　幸雄        日高　睦代        港南区                  

準優勝  中村　清          住谷　陽子        港南区                  

第３位  林　峯之          林　暁子          県DSC                   

第４位  小林　喜正        鈴木　由紀子      旭区                    

第５位  木附沢　茂昭      木附沢　久美子    神奈川区                

第６位  舩山　芳三        大場　雅子        緑区                    

  上級戦　スタンダード                                               

優　勝  香川　誠次        齋藤　洋子        相模                    

準優勝  澤田　秀造        前田　美智子      神奈川区                

第３位  立野　敏昭        石井　茂美        青葉区                  

第４位  柏木　伸一郎      小平　佳代        旭区                    

第５位  大庭　松雄        大庭　友美子      瀬谷区                  

第６位  高田　勉          久野　富美子      戸塚区                  

  上級戦　ラテン                                                     

優　勝  佐藤　剛          浅川　由依        西区                    

準優勝  辻鼻　喜代人      中野　藍          西区                    

第３位  大西　準一        新木　澄子        西区                    

第４位  山中　丈美        山中　典子        磯子区                  

第５位  澤田　秀造        前田　美智子      神奈川区                

第６位  山田　秧          豊泉　恵子        旭区                    

  中級戦　スタンダード                                               

優　勝  坂本　守          坂本　澄子        川崎市                  

準優勝  安楽　岩嗣        安楽　和美        青葉区                  

第３位  吉原　週朗        吉原　信子        都筑区                  

第４位  斉藤　滋          本吉　美也子      青葉区                  

  中級戦　ラテン                                                     

優　勝  大西　準一        大西　利佳        西区                    

準優勝  柏木　伸一郎      小平　佳代        旭区                    

第３位  高田　賢治        藤木　美砂子      湘南                    

第４位  安楽　岩嗣        安楽　和美        青葉区                  

第５位  高木　悦正        山住　智恵        磯子区                  

第６位  米山　茂          本吉　美也子      青葉区                  

  新人戦　スタンダード                                               

優　勝  中西　雅彦        五十島　まさよ    川崎市                  

準優勝  柳瀬　薫          小宮　貴美枝      神奈川区                

第３位  鈴木　克己        鈴木　裕子        港北区                  

第４位  藤田　亮二        鈴木　和子        鶴見区                  
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入 賞 者 一 覧 表 競技会コード： １ ３ １ ２ ０ ６第15回横浜市民ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ選手権大会       

開催会場： 横浜市神奈川ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ                   主催者： 横浜市ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ連盟                     開催日： 2013年12月8日                           

  新人戦　ラテン                                                     

優　勝  秋山　健太郎      松川　千鶴        西区                    

準優勝  中塚　昭宏        渡辺　麻土香      西区                    

第３位  追立　徹          佐貫　嘉子        西区                    

第４位  藤田　亮二        鈴木　和子        鶴見区                  

  プレジュブナイル　スタンダード                                     

優　勝  本吉　仁美        本吉　花純        神奈川区                

準優勝  家木　海斗        高橋　優華        神奈川区                

第３位  今　きらら        馬場　梨紗子      神奈川区                

第４位  古市　和奏        寺師　彩華        中区                    

第５位  今村　香里奈      吉田　有沙        神奈川区                

第６位  鈴木　さくら      友野　まりあ      中区                    

第７位  磯部　晃太        志村　弥々可      中区                    

  プレジュブナイル　ラテン                                           

優　勝  本吉　仁美        本吉　花純        神奈川区                

準優勝  今　きらら        馬場　梨紗子      神奈川区                

第３位  家木　海斗        高橋　優華        神奈川区                

第４位  朝生　楓香        古市　和奏        神奈川県                

第５位  鈴木　さくら      友野　まりあ      中区                    

第６位  今村　香里奈      吉田　有沙        神奈川区                

  プレジュニア　スタンダード　　                                     

優　勝  荒井　良乃介      滝本　りさ子      中区                    

準優勝  赤羽　ひより      赤羽　ゆいり      長野県                  

第３位  本吉　花純        本吉　仁美        神奈川区                

第４位  岡本　玲南        鮫島　明日美      神奈川区                

  プレジュニア　ラテン　　                                           

優　勝  本吉　花純        本吉　仁美        神奈川区                

準優勝  赤羽　ひより      赤羽　ゆいり      長野県                  

第３位  岡本　玲南        鮫島　明日美      神奈川区                

  レディース戦　スタンダード                                         

優　勝  岩澤　真奈美                        緑区                    

準優勝  南澤　多美子                        川崎市                  

第３位  角田　美千代                        青葉区                  

第４位  田中　澄子                          川崎市                  

第５位  永田　ますみ                        中区                    

第６位  林　やよい                          神奈川区                

第７位  加藤　希代子                        戸塚区                  

第８位  田畑　世津子                        港北区　                
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入 賞 者 一 覧 表 競技会コード： １ ３ １ ２ ０ ６第15回横浜市民ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ選手権大会       

開催会場： 横浜市神奈川ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ                   主催者： 横浜市ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ連盟                     開催日： 2013年12月8日                           

  レディース戦　ラテン                                               

優　勝  岩澤　真奈美                        緑区                    

準優勝  田中　澄子                          川崎市                  

第３位  永田　ますみ                        中区                    

第４位  加藤　希代子                        戸塚区                  

第５位  鈴木　和子                          鶴見区                  

第６位  奥野　花代子                        逗子市                  

第７位  多久島　恭子                        青葉区                  

  各区 対抗戦                                                        

優　勝  中区 ﾁｰﾑﾋﾙｽﾞ                        中区                    

準優勝  青葉区Ａﾁｰﾑ                         青葉区                  

第３位  西区 みなとみらいＡﾁｰﾑ                              西区    

第４位  戸塚区Ａﾁｰﾑ                         戸塚区                  

第５位  旭区 ＦＤＳﾁｰﾑ                      旭区                    

第６位  神奈川区ﾁｰﾑ                         神奈川区                
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