
順位 背番号 順位 背番号

優　勝 7 秋山 新一  郷戸 悦子   優　勝 13 伊藤 信隆  尾内 沙弥   
準優勝 11 長島 宏行  奥野 花代子   準優勝 8 柴田 養三  丸山 玲子   
第３位 9 大都 壯  大都 泰子   第３位 11 長島 宏行  奥野 花代子   
第４位 5 河合 澄三  河合 靖子   第４位 12 小野 智史  小野 正子   
第５位 3 小野 栄光  山口 和枝   第５位 1 越村 東正  古明地 直美   
第６位 4 坂上 重一  坂上 美恵子   
第７位 2 大辻 明  中本 光子   

順位 背番号 順位 背番号

優　勝 20 河合 隆広  河合 美保   優　勝 20 河合 隆広  河合 美保   
準優勝 15 松本 謙二  松本 雅子   準優勝 9 大都 壯  大都 泰子   
第３位 9 大都 壯  大都 泰子   第３位 15 松本 謙二  松本 雅子   
第４位 16 大木 豊  大木 洋子   第４位 5 河合 澄三  河合 靖子   
第５位 14 高橋 栄二  村元 真己枝   第５位 4 坂上 重一  坂上 美恵子   
第６位 21 中村 武  中村 廣子   第６位 21 中村 武  中村 廣子   

順位 背番号 順位 背番号

優　勝 8 柴田 養三  丸山 玲子   優　勝 15 松本 謙二  松本 雅子   
準優勝 15 松本 謙二  松本 雅子   準優勝 12 小野 智史  小野 正子   
第３位 16 大木 豊  大木 洋子   第３位 22 荒井 巌  荒井 澄子   
第３位 22 荒井 巌  荒井 澄子   第４位 16 大木 豊  大木 洋子   
第５位 17 南斎 俊英  谷 和子   第５位 17 南斎 俊英  谷 和子   

第６位 8 柴田 養三  丸山 玲子   

順位 背番号 順位 背番号

優　勝 22 荒井 巌  荒井 澄子   優　勝 18 吉葉 俊夫  西口 敏子   
準優勝 19 松尾 斉  松尾 ひろみ   準優勝 17 南斎 俊英  谷 和子   
第３位 18 吉葉 俊夫  西口 敏子   第３位 3 小野 栄光  山口 和枝   
第４位 14 高橋 栄二  村元 真己枝   第４位 27 尾崎 安則  木内 清子   
第５位 17 南斎 俊英  谷 和子   第５位 19 松尾 斉  松尾 ひろみ   
第６位 24 中戸 日出雄  坂上 妙子   
第７位 26 野本 幸雄  野本 美知子   
第８位 25 黄木 啓之  斉藤 好江   

順位 背番号 順位 背番号

優　勝 28 甲斐上 幸雄  石川 美智子   優　勝 35 矢野 達大  渡辺 栄子   
準優勝 23 荒井 巌  黒田 登志子   準優勝 23 荒井 巌  黒田 登志子   
第３位 32 大掛 公夫  大掛 理恵子   第３位 34 日浦 裕次  日浦 佐枝子   
第４位 29 大木 貞夫  小宮 喜美枝   第４位 33 高山 洵  大久保 直子   
第５位 34 日浦 裕次  日浦 佐枝子   第５位 32 大掛 公夫  大掛 理恵子   
第６位 33 高山 洵  大久保 直子   

順位 背番号 順位 背番号

優　勝 16   林 やよい   優　勝 12   馬谷 真利亜   
準優勝 8   岩澤 真奈美   準優勝 8   岩澤 真奈美   
第３位 12   馬谷 真利亜   第３位 22   永田 ますみ   
第４位 10   和田 栄子   第４位 19   大貫 洋子   
第５位 18   森 美恵子   第５位 5   今井 ゆう子   
第６位 17   松井 由美   第６位 17   松井 由美   
第７位 22   永田 ますみ   第７位 9   越野 直美   

レディース戦 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ レディース戦 ラテン
リーダー パートナー リーダー パートナー

新人戦　スタンダード 新人戦　ラテン
リーダー パートナー リーダー パートナー

中級戦　スタンダード 中級戦　ラテン
リーダー パートナー リーダー パートナー

ねんりんピック参考戦 C ねんりんピック参考戦 R
リーダー パートナー リーダー パートナー

ねんりんピック参考戦 W ねんりんピック参考戦 T
リーダー パートナー リーダー パートナー

第16回神奈川区民ダンススポーツ大会
チューリップ杯 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ チューリップ杯 ラテン

リーダー パートナー リーダー パートナー
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