
入 賞 者 一 覧 表 競技会コード： １ ４ １ ２ ０ ３川崎市制90周年記念 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２６年１２月７日                    

  川崎市ランキング戦 スタンダード                                    

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  浦　忠昭          伊藤　澄江        中原区                  

第３位  町田　孝          岡田　八重子      ﾁｬｰﾑﾀﾞﾝｽ                

第４位  磯貝　英夫        磯貝　貴美子      NEC玉川ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ部      

第５位  長谷川　嘉彦      長谷川　和代      NEC玉川ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ部      

第６位  岩見　悦緒        岩見　綾子        BRD･K                   

  川崎市ランキング戦 ラテン                                          

優　勝  白井　泰昭        長友　奈緒        宮前区                  

準優勝  塚田　賢司        中根　孝子        高津区                  

第３位  伊藤　文雄        宍戸　直生実      NEC玉川ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ部      

第４位  磯貝　英夫        磯貝　貴美子      NEC玉川ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ部      

第５位  梅島　禎一        小林　輝子        宮前ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ             

第６位  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   

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

優　勝  児玉　嘉明        下川　多美江      横浜市                  

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  清水　邦夫        小野寺　啓子      東京都                  

第４位  田村　功          田村　敏子        宮前ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ             

第５位  星　晴彦          星　より江        宮前ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ             

第６位  佐藤　健次        佐藤　克子        横浜市                  

第７位  松舘　正光        富樫　栄子        川崎ｻﾝﾀﾞﾝｽ              

第８位  菅野　幸夫        菅野　和子        ﾜﾝﾀﾞﾌﾙﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ     

  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  西尾　幸悦        浅地　明美        県DSC                   

第４位  伊野　洋一        末広　幸子        川崎ｱｶﾃﾞﾐｰﾀﾞﾝｽｻｰｸﾙ      

第５位  星　晴彦          星　より江        宮前ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ             

第６位  菅野　幸夫        菅野　和子        ﾜﾝﾀﾞﾌﾙﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ     

第７位  飯塚　烈          山口　代子        川崎ｻﾝﾀﾞﾝｽ              

  シニアⅡ Ａ級戦 スタンダード                                       

優　勝  田中　克典        小山　美香子      長崎県                  

準優勝  齋藤　実          齋藤　千枝子      東京都                  

第３位  出谷　定三        桧垣　起代子      千葉県                  

第４位  三觜　政次        三觜　圭子        藤沢市                  

第５位  山本　豊          山本　光子        横浜市                  

第６位  正木　義明        漆原　弘子        埼玉県                  

  シニアⅡ Ａ級戦 ラテン                                             

優　勝  田中　克典        小山　美香子      長崎県                  

準優勝  佐藤　弘美        佐藤　睦美        横浜市                  

第３位  佐々木　裕一      勝部　保子        藤沢市                  

第４位  塚田　賢司        中根　孝子        高津区                  

第５位  西尾　幸悦        浅地　明美        県DSC                   

第６位  武田　日出男      渡辺　恵子        茨城県                  
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  シニアⅢ Ｃ級戦 スタンダード                                       

優　勝  清水　邦夫        小野寺　啓子      東京都                  

準優勝  平田　幸三        西川　美智子      宮前ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ             

第３位  板倉　幹夫        板倉　玉枝        東京都                  

第４位  武内　洋三        武内　真知子      県DSC                   

第５位  高木　悦正        安島　豊子        横浜市                  

第６位  伊野　洋一        末広　幸子        川崎ｱｶﾃﾞﾐｰﾀﾞﾝｽｻｰｸﾙ      

第７位  外山　千秋        外山　幸子        県DSC                   

第８位  小野瀬　正之      村上　洋子        東京都                  

第９位  井上　弘次        上田　京子        川崎ｱｶﾃﾞﾐｰﾀﾞﾝｽｻｰｸﾙ      

  シニアⅢ Ｃ級戦 ラテン                                             

優　勝  藤本　忠          長谷川　和江      横浜市                  

準優勝  伊野　洋一        末広　幸子        川崎ｱｶﾃﾞﾐｰﾀﾞﾝｽｻｰｸﾙ      

第３位  今野　喜作        小澤　陽子        東京都                  

第４位  重竹　明          重竹　令子        千葉県                  

第５位  澤田　秀造        前田　美智子      横浜市                  

第６位  坂井　清          大塚　美佐子      東京都                  

  ＤＳＣＪ Ｄ級戦 スタンダード                                       

優　勝  大崎　晋作        高橋　由紀子      湘南                    

準優勝  田中　一明        田中　恵美子      高津ﾀﾞﾝｽｸﾗﾌﾞ            

第３位  山田　栄二        山田　マサ子      県DSC                   

第４位  山田　真三        小川　すみ子      湘南                    

第５位  岩崎　章          澤田　正子        横浜市                  

第６位  早﨑　義仁        奈良　節子        幸ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ愛好会       

  ＤＳＣＪ Ｄ級戦 ラテン                                             

優　勝  山田　栄二        山田　マサ子      県DSC                   

準優勝  阿部　文雄        安田　廣子        東京都                  

第３位  川上　厚          宇梶　仁美        東京都                  

第４位  片倉　章          佐々木　美栄子    東京都                  

第５位  安田　英俊        五十嵐　愛子      埼玉県                  

第６位  林　峯之          林　暁子          県DSC                   

第７位  伊藤　直樹        伊藤　千津子      県DSC                   

  ＤＳＣＪ １級戦 スタンダード                                       

優　勝  今野　喜作        小澤　陽子        東京都                  

準優勝  片山　亜津志      高関　雅英        東京都                  

第３位  高木　悦正        安島　豊子        横浜市                  

第４位  興山　政基        山﨑　まさ江      東京都                  

第５位  貞方　博之        貞方　宣子        相模原市                

第６位  鈴木　誠          石川　まき子      千葉県                  

  ＤＳＣＪ １級戦 ラテン                                             

優　勝  片山　亜津志      高関　雅英        東京都                  

準優勝  野岸　昭          金田　弥生        東京都                  

第３位  刀禰　善則        鈴木　智恵子      木曜ﾀﾞﾝｽｸﾗﾌﾞ            

第４位  椎橋　英和        椎橋　純子        東京都                  

第５位  古谷　均          小方　敦子        相模                    

第６位  佐藤　輝雄        工藤　洋子        横浜市                  

第７位  柴　克美          柴　ふみ子        ﾁｬｰﾑﾀﾞﾝｽ                
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  ＤＳＣＪ ２級戦 スタンダード                                       

優　勝  佐々木　幸夫      石川　千枝子      東京都                  

準優勝  大山　亨          鈴木　洋子        千葉県                  

第３位  河村　幸夫        河村　文恵        厚木市                  

第４位  若田部　治行      星川　恵美        東京都                  

第５位  金　有煥          清水　光子        BRD･K                   

第６位  大掛　公夫        大掛　理恵子      横浜市                  

第７位  渡辺　茂夫        渡辺　幸子        東京都                  

第８位  安齋　史郎        安齋　敏子        川崎ｻﾝﾀﾞﾝｽ              

  ＤＳＣＪ ２級戦 ラテン                                             

優　勝  新野　圭介        新野　眞佐子      静岡県                  

準優勝  影島　健          中山　紘恵        横浜市                  

第３位  譲原　妥          譲原　秀江        横浜市                  

第４位  斉藤　作男        斉藤　律子        川崎ｻﾝﾀﾞﾝｽ              

第５位  本田　光雄        元吉　ひろ子      藤沢市                  

第６位  小林　城司        小林　キク子      横浜市                  

  ＤＳＣＪ ３級戦 スタンダード                                       

優　勝  磯野　啓治        渡辺　くに子      相模                    

準優勝  菅井　健          山本　美知子      横浜市                  

第３位  押小路　実明      小林　ミヤ子      藤沢市                  

第４位  長谷川　貴一      長谷川　玲子      東京都                  

第５位  西田　侑弘        荒瀬　光子        湘南                    

第６位  渡邉　久生        吉田　美津子      しんゆりﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ   

第７位  友清　明          友清　愛子        厚木市                  

  ＤＳＣＪ ３級戦 ラテン                                             

優　勝  澤口　賀廣        澤口　とみ        東京都                  

準優勝  押小路　実明      小林　ミヤ子      藤沢市                  

第３位  難波　博冶        難波　裕子        横浜市                  

第４位  橋詰　憲一        村上　はる美      鎌倉市                  

第５位  青木　伸一郎      赤木　康子        相模原市                

第６位  若田部　治行      星川　恵美        東京都                  

第７位  依田　洋次        乙部　恵利        ﾜﾝﾀﾞﾌﾙﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ     

  行政区対抗団体戦 スタンダード                                      

優　勝  NECﾙﾈ             NEC玉川　ﾁｰﾑﾙﾈｯｻﾝｽ                中原区  

準優勝  NECﾒｲ             NEC玉川　ﾁｰﾑﾒｲﾌﾟﾙ                 中原区  

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

第４位  ﾗﾍﾞﾝﾀB            ラベンダー　Ｂ    宮前区                  

第５位  高津DC            高津ダンスクラブ  高津区                  

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

第７位  木曜DC            木曜ﾀﾞﾝｽｸﾗﾌﾞ      幸区                    

  行政区対抗団体戦　ラテン                                           

優　勝  NECﾙﾈ             NEC玉川　ﾁｰﾑﾙﾈｯｻﾝｽ                中原区  

準優勝  ﾗﾍﾞﾝﾀA            ラベンダー　Ａ    宮前区                  

第３位  ﾗﾍﾞﾝﾀB            ラベンダー　Ｂ    宮前区                  

第４位  NECﾒｲ             NEC玉川　ﾁｰﾑﾒｲﾌﾟﾙ                 中原区  

第５位  ｼﾝﾕﾘﾜﾝ            しんゆり　ワン    麻生区                  

第６位  ﾜｲﾜｲ              わいわい　チーム  川崎区                  
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