
シニアスポーツフェスタ2013ダンススポーツ競技大会  入賞者一覧

開催会場：神奈川県立体育センター第２体育館
開催日付：平成２５年１１月 ２日 

【 ねんりんピック選考戦 ワルツ 】 【 ねんりんピック選考戦 タンゴ 】

順位 リーダー名 パートナー名 所　　属 順位 リーダー名 パートナー名 所　　属

優勝 森　信政 長谷川　幸子 県DSC 優勝 森　信政 長谷川　幸子 県DSC 
準優勝 大木　豊 大木　洋子 相模 準優勝 岡本　寿一 岡本　保美 相模原市 

３位 藤田　昌邦 藤田　ヒロ子 鎌倉市 ３位 藤田　昌邦 藤田　ヒロ子 鎌倉市 
４位 岡本　寿一 岡本　保美 相模原市 ４位 田中　幸雄 日高　睦代 　 
５位 田中　幸雄 日高　睦代 　 ５位 大木　豊 大木　洋子 相模 
６位 福澤　幸雄 福澤　慶子 相模原市 ６位 福澤　幸雄 福澤　慶子 相模原市 

【 ねんりんピック選考戦 チャチャチャ 】 【 ねんりんピック選考戦 ルンバ 】

優勝 西尾　幸悦 浅地　明美 藤沢市 優勝 西尾　幸悦 浅地　明美 藤沢市 
準優勝 髙橋　渡 髙橋　眞紀子 相模 準優勝 髙橋　渡 髙橋　眞紀子 相模 

３位 大木　豊 大木　洋子 相模 ３位 大木　豊 大木　洋子 相模 
４位 田中　幸雄 日高　睦代 　 ４位 田中　幸雄 日高　睦代 　 
５位 田村　隆煕 久保　央子 ５位 田村　隆煕 久保　央子 

【 上級戦 スタンダード 】 【 上級戦 ラテン 】

優勝 森　信政 長谷川　幸子 県DSC 優勝 大木　豊 大木　洋子 相模 
準優勝 佐藤　隆三 中村　増美 横浜市 準優勝 高橋　真治 高橋　勝美 川崎市 

３位 磯田　一夫 田辺　紀美 横浜市 ３位 浜田　泰夫 中塚　恵美 湘南 
４位 坂上　重一 坂上　美恵子 横浜市 ４位 林　峯之 林　暁子 県DSC 
５位 木村　静彦 千田　小夜子 湘南 ５位 星　晴彦 星　より江 川崎市 
６位 星　晴彦 星　より江 川崎市 ６位 高羽　和郎 高羽　厚子 相模 

【 中級戦 スタンダード 】 【 中級戦 ラテン 】

優勝 浅田　三治 浅田　喜代美 相模原市 優勝 新館　正宜 加藤　文子 湘南 
準優勝 中沢 邦夫　 冨樫　栄子 川崎市 準優勝 谷口　靖太郎 北山　寛子 相模 

３位 谷口　靖太郎 北山　寛子 相模 ３位 久保　実 久保　佐代子 横浜市 
４位 橋詰　茂 鈴木　路子 湘南 ４位 千種　正男 千種　米子 鎌倉市 
５位 中戸　日出雄 坂上　妙子 　 ５位 冨　一郎 朝倉　浩美 相模 
６位 白石　時憲 原田　俊子 相模原市 ６位 新保　進 佐伯　みどり 相模 
７位 吉江　松二 川村　弥生子 鎌倉市 

【 初級戦 スタンダード 】 【 初級戦 ラテン 】

優勝 青柳　忠昭 青柳　和子 藤沢市 優勝 青柳　忠昭 青柳　和子 藤沢市 
準優勝 久保木　盛豊 久保木　良子 鎌倉市 準優勝 薄平　秀人 古川　香代子 鎌倉市 

３位 外舘　善幸 冨永　喜栄子 相模原市 ３位 田村　隆煕 久保　央子 　 
４位 門　正之 間庭　巨子 　 ４位 青木　真光 加納　文子　 湘南 
５位 佐久間　哲夫 佐久間　美枝子 藤沢市 ５位 松井　嘉樹 松井　陽子 鎌倉市 
６位 青木　真光 加納　文子　 湘南 ６位 下村　徳要 正根　志津子 湘南 

【 新人戦 スタンダード  】 【 新人戦 ラテン 】

優勝 安東　進 藤田　由美子 藤沢市 優勝 押小路　実明 田中　シン子 藤沢市 
準優勝 押小路　実明 田中　シン子 藤沢市 準優勝 安東　進 藤田　由美子 藤沢市 

３位 浜口　孝 原田　多美江 湘南 ３位 新橋　重雄 若命　康子 鎌倉市 
４位 新橋　重雄 若命　康子 鎌倉市 
５位 今西　正広 杉野　千史子 相模原市 
６位 芳川　幸雄 福地　富子 鎌倉市 

【 チーム対抗戦 】 （ チーム対抗戦・優勝チーム）

優勝 今でしょう！ 混成チーム → チーム名 今でしょう！ 
準優勝 アントニオ・クレオパトラ会 鎌倉市DS W 伊藤　直樹 伊藤　千津子 県DSC 

３位 相模チーム 相模DS T 坂上　重一 坂上　美恵子 横浜市 
４位 横浜市連 横浜市DS C 林　峯之 林　暁子 県DSC 
５位 じぇじぇじぇ 藤沢市DS R 田中　幸雄 日高　睦代 　 
６位 川崎チーム 川崎市DS 


	成績一覧

