
入 賞 者 一 覧 表 競技会コード：１４０９１８第７６回川崎市ダンススポーツ競技大会    

開催会場：川崎市とどろきアリーナ・メインアリーナ  主催者：川崎市ダンススポーツ連盟                開催日：平成２６年９月２３日                    

  シニアⅤ選手権 スタンダード                                        

優　勝  奥田　敏行        西久保　擴子      千葉県                  

準優勝  鈴木　勝彦        鈴木　洋子        東京都                  

第３位  奥井　恒明        奥井　由紀子      川崎市                  

第４位  花島　要一郎      小原　啓子        千葉県                  

第５位  池田　秀雄        岩本　順子        東京都                  

第６位  興津　政明        川端　朋子        静岡県                  

第７位  稲田　満臣        安藤　節子        東京都                  

第８位  岩間　貞夫        小澤　明子        千葉県                  

  シニアⅤ選手権　ラテン                                             

優　勝  稲田　満臣        安藤　節子        東京都                  

準優勝  興津　政明        川端　朋子        静岡県                  

第３位  梅島　禎一        小林　輝子        川崎市                  

第４位  花島　要一郎      小原　啓子        千葉県                  

第５位  平野　誠一郎      小林　芳枝        静岡県                  

第６位  藤本　忠          長谷川　和江      横浜市                  

  シニアⅢ Ａ級戦 スタンダード                                       

優　勝  岡本　頼明        岡本　昭子        横浜市                  

準優勝  鈴木　勝彦        鈴木　洋子        東京都                  

第３位  佐々木　孝一郎    佐々木　弘美      県DSC                   

第４位  奥田　敏行        西久保　擴子      千葉県                  

第５位  岡本　寿一        岡本　保美        相模原市                

第６位  山本　豊          山本　光子        横浜市                  

  シニアⅢ Ａ級戦 ラテン                                             

優　勝  宮田　良一        濱地　千夏        県DSC                   

準優勝  近藤　正美        平田　喜美代      県DSC                   

第３位  興津　政明        川端　朋子        静岡県                  

第４位  奥井　恒明        奥井　由紀子      川崎市                  

第５位  佐久間　美津男    佐久間　寿美恵    東京都                  

第６位  石井　伸二        石井　慶江        東京都                  

  シニアⅢ Ｄ級戦 スタンダード                                       

優　勝  石田　武志        入住　壽美子      東京都                  

準優勝  塙　和久          塙　久美子        湘南                    

第３位  菅野　幸夫        菅野　和子        川崎市                  

第４位  楠　喜税          楠　千佳子        横浜市                  

第５位  石川　慎一朗      草柳　啓子        県DSC                   

第６位  田村　正昭        中嶋　初子        東京都                  

第７位  八鍬　紀代二      八鍬　眞喜子      川崎市                  

第８位  加賀　光則        奥山　久代        東京都                  

  シニアⅢ Ｄ級戦 ラテン                                             

優　勝  石川　慎一朗      草柳　啓子        県DSC                   

準優勝  阿部　文雄        安田　廣子        東京都                  

第３位  橋本　哲雄        橋本　登美子      相模                    

第４位  大原　享          大原　美津枝      湘南                    

第５位  加藤　幸一        加藤　聖子        横浜市                  

第６位  岡田　喜久雄      岩本　敬子        相模                    

第７位  関根　日出夫      栗本　京子        東京都                  

第８位  新谷　紀夫        末永　洋子        横浜市                  
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  シニアⅡ Ａ級戦 スタンダード                                       

優　勝  野村　隆一        野村　康子        県DSC                   

準優勝  佐々木　孝一郎    佐々木　弘美      県DSC                   

第３位  金籠　武夫        金籠　由紀子      東京都                  

第４位  山本　豊          山本　光子        横浜市                  

第５位  石田　武志        入住　壽美子      東京都                  

第６位  西村　拓一        渡辺　由紀子      東京都                  

  シニアⅡ Ａ級戦 ラテン                                             

優　勝  宮田　良一        濱地　千夏        県DSC                   

準優勝  近藤　正美        平田　喜美代      県DSC                   

第３位  西村　拓一        渡辺　由紀子      東京都                  

第４位  稲田　満臣        安藤　節子        東京都                  

第５位  飯島　康雄        梶本　すみ子      茨城県                  

第６位  秋山　和雄        福田　幸子        東京都                  

  シニアⅡ Ｄ級戦 スタンダード                                       

優　勝  川本　晃義        宍戸　直生実      東京都                  

準優勝  小野　栄光        山口　和枝        県DSC                   

第３位  宮田　良一        濱地　千夏        県DSC                   

第４位  山口　毅          山口　みさ        県DSC                   

第５位  坂上　重一        坂上　美惠子      横浜市                  

第６位  小田　英雄        小田　喜久恵      川崎市                  

  シニアⅡ Ｄ級戦 ラテン                                             

優　勝  今井　夏樹        大井　かおり      協賛教室                

準優勝  川本　晃義        宍戸　直生実      東京都                  

第３位  坂井　誠          坂井　まりこ      横浜市                  

第４位  平野　誠一郎      小林　芳枝        静岡県                  

第５位  山中　丈美        山中　典子        横浜市                  

第６位  山口　毅          山口　みさ        県DSC                   

第７位  安田　英俊        五十嵐　愛子      埼玉県                  

  ＤＳＣＪ Ｄ級戦 スタンダード                                       

優　勝  川本　晃義        宍戸　直生実      東京都                  

準優勝  須山　一          須山　智子        東京都                  

第３位  木村　稔          夏目　正代        東京都                  

第４位  小澤　信一        小澤　加枝子      東京都                  

第５位  栗崎　秀男        松尾　明子        東京都                  

第６位  立野　敏昭        石井　茂美        横浜市                  

第７位  安田　英俊        五十嵐　愛子      埼玉県                  

第８位  野沢　昭則        山下　幸子        山梨県                  

  ＤＳＣＪ Ｄ級戦 ラテン                                             

優　勝  渡辺　崇          鷹野　芙美代      川崎市                  

準優勝  今井　夏樹        大井　かおり      協賛教室                

第３位  川本　晃義        宍戸　直生実      東京都                  

第４位  坂井　誠          坂井　まりこ      横浜市                  

第５位  笠井　明夫        中村　繁子        埼玉県                  

第６位  田代　晃久        小川　由美子      鎌倉市                  

第７位  山中　靖裕        山中　和美        東京都                  
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  ＤＳＣＪ １級戦 スタンダード                                       

優　勝  今井　夏樹        大井　かおり      協賛教室                

準優勝  小宮　政夫        杉山　洋子        横浜市                  

第３位  吉野　実          松村　典子        東京都                  

第４位  山本　修          館野　美津子      東京都                  

第５位  荒瀬　圭介        荒瀬　淑子        湘南                    

第６位  斎藤　誠          神地　康予        東京都                  

第７位  渡部　信夫        渡部　正代        東京都                  

第８位  河野　賢雄        大久保　賢子      東京都                  

第９位  小林　敏夫        関口　八重子      東京都                  

  ＤＳＣＪ １級戦 ラテン                                             

優　勝  長谷部　徹        吉武　リマ        東京都                  

準優勝  吉野　実          松村　典子        東京都                  

第３位  鎌谷　耕作        大橋　みち子      東京都                  

第４位  安部　守男        安部　敬子        湘南                    

第５位  軽部　勝三        軽部　京子        川崎市                  

第６位  亀井　敏          臼井　紀代子      東京都                  

第７位  菰方　博文        松野　義子        横浜市                  

  ＤＳＣＪ ２級戦 スタンダード                                       

優　勝  辻川　兼司        斉藤　ゆりえ      東京都                  

準優勝  横川　實          石井　房子        川崎市                  

第３位  都築　俊雄        佐藤　弘子        横浜市                  

第４位  小貫　舜一        熊谷　保子        藤沢市                  

第５位  関　陸男          関　啓子          横浜市                  

第６位  吉原　週朗        吉原　信子        横浜市                  

  ＤＳＣＪ ２級戦 ラテン                                             

優　勝  森　友保          森　和子          東京都                  

準優勝  市川　伸二        市川　幸子        横浜市                  

第３位  柴田　重武        柴田　京子        相模                    

第４位  小林　城司        小林　キク子      横浜市                  

第５位  石神　重秋        石神　ちよ子      東京都                  

第６位  我妻　隆夫        我妻　日出子      藤沢市                  

  ＤＳＣＪ ３級戦 スタンダード                                       

優　勝  海老原　輝志      海老原　百合子    横浜市                  

準優勝  楢崎　義夫        楢崎　八重子      東京都                  

第３位  押小路　実明      小林　ミヤ子      藤沢市                  

第４位  市川　伸二        市川　幸子        横浜市                  

第５位  友清　明          友清　愛子        厚木市                  

第６位  町田　治夫        町田　照子        東京都                  

第７位  木許　孝典        目黒　昌代        東京都                  

第８位  大城　豊          大城　カツ子      東京都                  

  ＤＳＣＪ ３級戦 ラテン                                             

優　勝  池田　秀雄        岩本　順子        東京都                  

準優勝  友清　明          友清　愛子        厚木市                  

第３位  松本　寿          松本　治子        川崎市                  

第４位  海老原　輝志      海老原　百合子    横浜市                  

第５位  依田　洋次        乙部　恵利        川崎市                  

第６位  黒田　繁男        水江　つや子      川崎市                  
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  ＤＳＣＪ ５級戦 スタンダード                                       

優　勝  熊谷　求          石垣　美智子      東京都                  

準優勝  上地　翔吾        上地　京子        横浜市                  

第３位  宮崎　多見男      河村　操          横浜市                  

第４位  増本　尚文        里崎　己信        横浜市                  

第５位  岩竹　信夫        山田　廣子        相模原市                

第６位  渡辺　晴美        藤田　裕子        相模原市                

  ＤＳＣＪ ５級戦 ラテン                                             

優　勝  和地　修司        和地　明子        茨城県                  

準優勝  宮崎　多見男      河村　操          横浜市                  

第３位  山中　治樹        山中　正子        東京都                  

第４位  原　忠明          原　啓子          川崎市                  

第５位  狐塚　寿一        浅場　万寿子      東京都                  

第６位  熊谷　求          石垣　美智子      東京都                  

  プレジュニア戦 ワルツ                                              

優　勝  安藤　弘倖        鮫島　明日美      ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ               

準優勝  西峯　孝則        小川　友菜        相模原市                

第３位  苅谷　芽唯        鈴木　歩未理      ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ               

第４位  高橋　健雄        鮫島　粋良        横浜市                  

  プレジュニア戦 クイック                                            

優　勝  安藤　弘倖        鮫島　明日美      ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ               

準優勝  西峯　孝則        小川　友菜        相模原市                

第３位  苅谷　芽唯        鈴木　歩未理      ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ               

第４位  高橋　健雄        鮫島　粋良        横浜市                  

  プレジュニア戦 サンバ                                              

優　勝  安藤　弘倖        鮫島　明日美      ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ               

準優勝  苅谷　芽唯        鈴木　歩未理      ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ               

第３位  西峯　孝則        小川　友菜        相模原市                

第４位  高橋　健雄        鮫島　粋良        横浜市                  

  プレジュニア戦 チャチャチャ                                        

優　勝  安藤　弘倖        鮫島　明日美      ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ               

準優勝  西峯　孝則        小川　友菜        相模原市                

第３位  苅谷　芽唯        鈴木　歩未理      ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ               

第４位  高橋　健雄        鮫島　粋良        横浜市                  
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