
入 賞 者 一 覧 表 2013年第19回YOKOHAMA赤い靴杯ダンススポーツ大会

競技会コード：

開催会場：横浜文化体育館　（中区不老町2-7）　　

主催者：横浜市ダンススポーツ連盟、神奈川県ダンススポーツ連盟　　　

開催日：2013年9月8日

赤い靴杯 スタンダード              赤い靴杯　ラテン                       

優　勝 石渡　和広 山口　信子 東京都 優　勝 長嶋　宏行 長嶋　美由紀 県DSC

準優勝 工藤　洋一 林　曜子 鎌倉市 準優勝 池上　洋一 別府　政子 協賛教室

第３位 岡本　寿一 岡本　保美 相模原市 第３位 林　勇蔵 安信　まつ子 横浜市

第４位 蛯名　毅 石田　慶子 湘南 第４位 久保田　和夫 畑田　由美子 湘南

第５位 大橋　徳雄 大橋　たか子 県DSC 第５位 山内　春雄 中島　静江 横浜市

第６位 有賀　誠二 白石　玉枝 千葉県 第６位 石橋　清治 小野　早苗 県DSC

ＤＳＣＪ Ｃ級戦 スタンダード           ＤＳＣＪ Ｃ級戦 ラテン                 

優　勝 安達　典生 小山　綾子 東京都 優　勝 山口　通寿 向山　恵津子 東京都

準優勝 山口　通寿 向山　恵津子 東京都 準優勝 山岸　慶治 山岸　幸子 横浜市

第３位 柳田　晋 宮崎　洋子 横浜市 第３位 久保田　和夫 畑田　由美子 湘南

第４位 堀　泰光 内藤　淳子 東京都 第４位 笠原　博 笠原　恵子 埼玉県

第５位 斉藤　幸男 衣笠　佳子 東京都 第５位 藤井　友則 木名瀬　藤江 横浜市

第６位 丸山　隆晴 斎藤　善子 横浜市 第６位 加藤　一雄 加藤　紀子 相模原市

ＤＳＣＪ １級戦 スタンダード           

優　勝 有賀　誠二 白石　玉枝 千葉県 ＤＳＣＪ １級戦 ラテン                 

準優勝 石原　廣一郎 石原　佳代 横浜市

第３位 後藤　伸一郎 乗越　夕記子 東京都 優　勝 有賀　誠二 白石　玉枝 千葉県

第４位 鶴田　誠一 鶴田　由紀子 横浜市 準優勝 古性　政明 内藤　璋 東京都

第５位 川上　清恵 岩崎　イネ 千葉県 第３位 鈴木　忠彦 松田　兼代 横浜市

第６位 椎橋　英和 椎橋　純子 東京都 第４位 與安　政雄 山本　都子 相模

第７位 荒瀬　圭介 荒瀬　淑子 湘南 第５位 髙橋　優 小田　康子 東京都

第８位 倉田　実 倉田　美奈子 東京都 第６位 藤本　享一 黒柳　よし子 東京都

ＤＳＣＪ ２級戦 スタンダード           ＤＳＣＪ ２級戦 ラテン                 

優　勝 高橋　季之 高橋　康乃 横浜市 優　勝 高橋　季之 高橋　康乃 横浜市

準優勝 柳　学 柳　房子 東 準優勝 蛯名　毅 石田　慶子 湘南

第３位 小方　嘉一郎 小方　結子 横浜市 第３位 難波　隆之 星野　千恵子 東京都

第４位 坂元　昭憲 小林　芳子 東京都 第４位 斉藤　滋 本吉　美也子 横浜市

第５位 桐山　康照 中西　道子 相模原市 第５位 坂東　英機 坂東　恵子 横浜市

第６位 吉原　週朗 吉原　信子 横浜市 第６位 斎藤　誠 神地　康予 東京都

１ ３ ０ ９ １ ７



ＤＳＣＪ ３級戦 スタンダード           ＤＳＣＪ ３級戦 ラテン                 

優　勝 安藤　弘倖 山本　琴菜 ジュニアAC 優　勝 安藤　弘倖 山本　琴菜 ジュニアAC 

準優勝 伊藤　浩輔 伊藤　美知子 横浜市 準優勝 関　陸男 関　啓子 横浜市

第３位 難波　克在 川上　禮子 東京都 第３位 渡辺　幸与 大嶋　ます江 横浜市

第４位 茂木　秀樹 宮坂　民江 東京都 第４位 青木　真光 加納　文子 湘南

第５位 国井　勇 国井　政美 横浜市 第５位 廣瀬　雄一 廣瀬　恵子 茨城県

第６位 髙橋　良司 金子　尚子 東京都 第６位 星野　倉利 鈴木　りよ子 東京都

ＤＳＣＪ ４級戦 スタンダード           ＤＳＣＪ ４級戦 ラテン                 

優　勝 吉田　卓三 神谷　博子 東京都 優　勝 荒瀬　圭介 荒瀬　淑子 湘南

準優勝 毛利　英資 松永　加代子 東京都 準優勝 譲原　妥 譲原　秀江 横浜市

第３位 小俣　博昭 吉田　智恵子 東京都 第３位 榛谷　良則 榛谷　幸子 東京都

第４位 斉藤　滋 本吉　美也子 横浜市 第４位 山口　隆展 清川　公子 東京都

第５位 古島　徳野白 田中　弘子 横浜市 第５位 大城　豊 大城　カツ子 東京都

第６位 近江　紀夫 近江　芳子 東京都 第６位 若林　幸夫 若林　宏子 相模

グランドシニア Ｄ級戦 スタンダード     グランドシニア Ｄ級戦 ラテン           

優　勝 湯川　龍二 佐藤　政子 県DSC 優　勝 板垣　正樹 板垣　央子 東京都

準優勝 森田　力 功刀　雅江 相模 準優勝 下山　孝一 下山　敏子 東京都

第３位 中川　健 松田　喜美子 東京都 第３位 林　峯之 林　暁子 県DSC

第４位 丸山　勝 鈴木　圭子 東京都 第４位 林　由紀雄 林　澄子 鎌倉市

第５位 澤田　秀造 前田　美智子 横浜市 第５位 澤田　秀造 前田　美智子 横浜市

第６位 椎葉　洋 椎葉　富美子 東京都 第６位 大島　幸夫 大島　光子 埼玉県

第７位 百瀬　秀信 小野　百合子 湘南 第７位 稲垣　眞一 辻本　悦子 川崎市

第８位 河内　秀夫 時崎　フジ子 栃木県

第９位 横田　健 原　純子 相模

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

優　勝 本吉　花純 本吉　仁美 横浜市 優　勝 本吉　花純 本吉　仁美 横浜市

準優勝 中村　麗奈 刈谷　芽唯 東京都 準優勝 高橋　健雄 山本　琴菜 横浜市

第３位 西峯　孝則 鈴木　歩未理 相模原市 第３位 高橋　優華 横川　遥花 相模原市

第４位 高橋　優華 横川　遥花 相模原市 第４位 井上　乃天 降旗　沙季 相模原市

第５位 高橋　健雄 山本　琴菜 横浜市 第５位 西峯　孝則 鈴木　歩未理 相模原市

第６位 井上　乃天 降旗　沙季 相模原市 第６位 刈谷　芽唯 中村　麗奈 東京都

第７位 中島　優維 中島　優嘉 埼玉県

プレジュブナイル戦 リズム運動          

優　勝 D.T.Sシ゛ュニア相模原  相模原市

準優勝 横浜中央キッス゛クラフ゛ 横浜市 


	入賞者一覧

