
入 賞 者 一 覧 表 競技会コード：１３１２０３市制記念川崎市ダンススポーツ競技大会    

開催会場：川崎市体育館                            主催者：川崎市・(公財)川崎市スポーツ協会        開催日：平成２５年１２月１日                    

  川崎市ﾗﾝｷﾝｸﾞ戦 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ                                            

優　勝  渡辺　崇          鷹野　芙美代      NEC玉川ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ部      

準優勝  磯貝　英夫        磯貝　貴美子      NEC玉川ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ部      

第３位  金山　宗幸        森口　順子        川崎区                  

第４位  岩見　悦緒        岩見　綾子        BRD･K                   

第５位  小寺　謙治        宮本　恭江        NEC玉川ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ部      

第６位  西村　拓一        笠原　純          NEC玉川ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ部      

  川崎市ﾗﾝｷﾝｸﾞ戦 ﾗﾃﾝ                                                 

優　勝  白井　泰昭        長友　奈緒        宮前区                  

準優勝  林　崇徳          林　世子          中原区                  

第３位  井上　隆之        竹岡　千尋        川崎ｻﾝﾀﾞﾝｽ              

第４位  西村　拓一        笠原　純          NEC玉川ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ部      

第５位  小寺　謙治        宮本　恭江        NEC玉川ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ部      

第６位  塚田　賢司        中根　孝子        宮前ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ             

  ねんりんピック戦 スタンダード                                      

優　勝  宮崎　秀雄        小方　まゆみ      県DSC                   

準優勝  奥井　恒明        奥井　由紀子      しんゆりﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ   

第３位  佐々木　信一      市川　美知代      横浜市                  

第４位  堀越　保          三箇山　靖子      木曜ﾀﾞﾝｽｸﾗﾌﾞ            

第５位  川島　徹          照井　芙佐子      東京都                  

第６位  清水　邦夫        小野寺　啓子      東京都                  

第７位  中村　竹男        中村　和子        東京都                  

  ねんりんピック戦 ラテン                                            

優　勝  奥井　恒明        奥井　由紀子      しんゆりﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ   

準優勝  梅島　禎一        小林　輝子        宮前ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ             

第３位  星　晴彦          星　より江        宮前ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ             

第４位  鈴木　富夫        鈴木　忍          宮前ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ             

第５位  飯塚　烈          山口　代子        厚木市                  

  ｸﾞﾗﾝﾄﾞｼﾆｱ Ａ級戦 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ                                          

優　勝  宮崎　秀雄        小方　まゆみ      県DSC                   

準優勝  佐々木　信一      市川　美知代      横浜市                  

第３位  蛯名　毅          石田　慶子        湘南                    

第４位  川島　徹          照井　芙佐子      東京都                  

第５位  桐谷　勝己        桐谷　紀子        湘南                    

第６位  磯田　一夫        田辺　紀美        高津ﾀﾞﾝｽｸﾗﾌﾞ            

  ｸﾞﾗﾝﾄﾞｼﾆｱ Ａ級戦 ﾗﾃﾝ                                               

優　勝  小林　敏夫        岡田　津賀子      県DSC                   

準優勝  西尾　幸悦        浅地　明美        県DSC                   

第３位  田中　通夫        田中　耀子        茨城県                  

第４位  堀越　保          三箇山　靖子      木曜ﾀﾞﾝｽｸﾗﾌﾞ            

第５位  磯田　一夫        田辺　紀美        高津ﾀﾞﾝｽｸﾗﾌﾞ            
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  ﾐﾄﾞﾙｼﾆｱ Ａ級戦 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ                                            

優　勝  市川　栄          白浜　睦子        東京都                  

準優勝  山本　豊          山本　光子        横浜市                  

第３位  木村　博寿        目黒　昌代        東京都                  

第４位  増田　和美        古宮　淑子        千葉県                  

第５位  金山　宗幸        森口　順子        川崎区                  

第６位  小川　幸雄        小川　雅子        東京都                  

  ﾐﾄﾞﾙｼﾆｱ Ａ級戦 ﾗﾃﾝ                                                 

優　勝  松本　修          井上　枝美子      湘南                    

準優勝  林　崇徳          林　世子          中原区                  

第３位  塚田　賢司        中根　孝子        宮前ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ             

第４位  小川　幸雄        小川　雅子        東京都                  

第５位  久保田　和夫      畑田　由美子      湘南                    

  ＤＳＣＪ １級戦 スタンダード                                       

優　勝  中島　麗二        髙谷　香織        東京都                  

準優勝  大澤　清          大澤　富枝        静岡県                  

第３位  木下　佳紀        木下　節子        千葉県                  

第４位  柿内　聡朗        前田　明美        東京都                  

第５位  渡辺　誠          渡辺　二三子      東京都                  

第６位  樋泉　五男        楠　友子          東京都                  

第７位  荒瀬　圭介        荒瀬　淑子        湘南                    

  ＤＳＣＪ １級戦 ラテン                                             

優　勝  宮崎　秀雄        小方　まゆみ      県DSC                   

準優勝  鈴川　尚貴        藤崎　敬子        東京都                  

第３位  原　光和          佐藤　令子        横浜市                  

第４位  蛯名　毅          石田　慶子        湘南                    

第５位  高木　博          田原　さゆり      千葉県                  

第６位  菰方　博文        松野　義子        横浜市                  

  ＤＳＣＪ ２級戦 スタンダード                                       

優　勝  鈴川　尚貴        藤崎　敬子        東京都                  

準優勝  中村　賀保        浜田　加津代      埼玉県                  

第３位  原田　親          原田　祐子        横浜市                  

第４位  毛利　英資        松永　加代子      東京都                  

第５位  辻　駿一郎        牛込　和子        東京都                  

第６位  熊谷　勝好        熊谷　笙子        東京都                  

  ＤＳＣＪ ２級戦 ラテン                                             

優　勝  櫻田　夫美雄      飯田　純代        湘南                    

準優勝  野中　修一        野中　ひろみ      鎌倉市                  

第３位  谷本　正          山川　しげ子      しんゆりﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ   

第４位  高田　武千代      浜田　美知子      協賛教室                

第５位  小林　紘二        末吉　ツヤ子      横浜市                  

第６位  渡部　信夫        渡部　正代        東京都                  
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  ＤＳＣＪ ３級戦 スタンダード                                       

優　勝  荻野　高重        平野　京子        東京都                  

準優勝  古田　武夫        中庭　幸子        東京都                  

第３位  小林　伸吉        緒方　綾          NEC玉川ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ部      

第４位  本田　光雄        元吉　ひろ子      藤沢市                  

第５位  吉田　卓三        神谷　博子        東京都                  

第６位  小俣　博昭        吉田　智恵子      東京都                  

第７位  細矢　巌          宮部　啓子        横浜市                  

  ＤＳＣＪ ３級戦 ラテン                                             

優　勝  今井　正勝        山岡　啓子        東京都                  

準優勝  藤曲　辰幸        植田　美砂子      藤沢市                  

第３位  本田　光雄        元吉　ひろ子      藤沢市                  

第４位  渡辺　誠          渡辺　二三子      東京都                  

第５位  国井　勇          国井　政美        横浜市                  

第６位  小林　伸吉        緒方　綾          NEC玉川ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ部      

第７位  米山　茂          本吉　美也子      横浜市                  

  ＤＳＣＪ ５級戦 スタンダード                                       

優　勝  寺島　正純        岡野　章子        茨城県                  

準優勝  横川　實          石井　房子        木曜ﾀﾞﾝｽｸﾗﾌﾞ            

第３位  中島　祺夫        中村　悠子        しんゆりﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ   

第４位  塚田　賢司        塚田　千宏        東京都                  

第５位  武内　嘉一郎      江名　美代子      東京都                  

  ＤＳＣＪ ５級戦 ラテン                                             

優　勝  横川　實          石井　房子        木曜ﾀﾞﾝｽｸﾗﾌﾞ            

準優勝  寺島　正純        岡野　章子        茨城県                  

第３位  植田　祥公        大川　順子        相模原市                

第４位  中島　祺夫        中村　悠子        しんゆりﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ   

第５位  古田　武夫        中庭　幸子        東京都                  

  ＤＳＣＪ ６級戦 スタンダード                                       

優　勝  高砂　光雄        稲垣　理絵        茨城県                  

準優勝  今井　夏樹        大井　かおり      協賛教室                

第３位  高井　祐三        高井　容子        横浜市                  

第４位  平塚　修          東方　静枝        横浜市                  

第５位  米山　茂          本吉　美也子      横浜市                  

第６位  増本　尚文        里崎　己信        横浜市                  

  ＤＳＣＪ ６級戦 ラテン                                             

優　勝  柏木　伸一郎      小平　佳代        東京都                  

準優勝  今井　夏樹        大井　かおり      協賛教室                

第３位  高砂　光雄        稲垣　理絵        茨城県                  

第４位  中塚　昭宏        佐々木　理奈      東京都                  

第５位  久保田　裕啓      守屋　素          横浜市                  

第６位  堀田　和夫        堀田　久美子      しんゆりﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ   
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  行政区対抗団体戦 スタンダード                                      

優　勝  NECﾄﾅｶ            NEC玉川トナカイチーム             中原区  

準優勝  NECｻﾝﾀ            NEC玉川サンタチーム               中原区  

第３位  ﾗﾍﾞﾝﾀA            宮前ラベンダーAチーム             宮前区  

第４位  ﾀｶﾂDC             高津ダンスクラブ  高津区                  

第５位  ﾓｸﾖｳDC            木曜ダンスクラブ  幸区                    

第６位  ｻﾝﾀﾞﾝｽ            川崎サンダンス    川崎区                  

  行政区対抗団体戦 ラテン                                            

優　勝  NECﾄﾅｶ            NEC玉川トナカイチーム             中原区  

準優勝  ｻﾝﾀﾞﾝｽ            川崎サンダンス    川崎区                  

第３位  ﾗﾍﾞﾝﾀA            宮前ラベンダーAチーム             宮前区  

第４位  ﾀｶﾂDC             高津ダンスクラブ  高津区                  

第５位  NECｻﾝﾀ            NEC玉川サンタチーム               中原区  

第６位  ﾗﾍﾞﾝﾀC            宮前ラベンダーCチーム             宮前区  
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