
入 賞 者 一 覧 表 競技会コード： １ ６ ０ ６ ０ １第26回横浜市ダンススポーツ競技大会      

開催会場： 横浜市文化体育館(中区不老町2-7)         主催者： 横浜市ダンススポーツ連盟                開催日： 平成28年6月12日(日)                     

  ﾍﾞｲｻｲﾄﾞｶｯﾌﾟ争奪 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ                                           

優　勝  渡邉　豊章        浅川　由依        東京都                  

準優勝  長嶋　善哉        目時　玲奈        県DSC                   

第３位  市原　裕也        市原　陽子        東京都                  

第４位  林　敏和          林　江里          埼玉県                  

第５位  山本　豊          山本　光子        横浜市                  

第６位  渡辺　一男        小林　由美子      宮城県                  

第７位  工藤　洋一        髙野　英子        鎌倉市                  

  ﾍﾞｲｻｲﾄﾞｶｯﾌﾟ争奪 ラテン                                             

優　勝  石川　雅敏        柴田　磨美        東京都                  

準優勝  相川　裕太郎      植木　麻菜        埼玉県                  

第３位  長嶋　善哉        目時　玲奈        県DSC                   

第４位  北村　浩介        春名　由香里      県DSC                   

第５位  松本　修          井上　枝美子      湘南                    

第６位  渡辺　一男        小林　由美子      宮城県                  

  シニアⅢ Ａ級戦 スタンダード                                       

優　勝  林　敏和          林　江里          埼玉県                  

準優勝  渡辺　一男        小林　由美子      宮城県                  

第３位  金山　宗幸        森口　順子        東京都                  

第４位  久保　光次        久保　直子        埼玉県                  

第５位  工藤　洋一        髙野　英子        鎌倉市                  

第６位  佐藤　暢恭        廣田　千恵子      藤沢市                  

第７位  丸山　隆晴        斎藤　善子        横浜市                  

  シニアⅢ Ａ級戦 ラテン                                             

優　勝  近藤　正美        平田　喜美代      県DSC                   

準優勝  久保　光次        久保　直子        埼玉県                  

第３位  松本　修          井上　枝美子      湘南                    

第４位  佐藤　弘美        佐藤　睦美        横浜市                  

第５位  渡辺　一男        小林　由美子      宮城県                  

第６位  池上　洋一        別府　政子        協賛教室                

第７位  塚田　賢司        中根　孝子        東京都                  

  ＤＳＣＪ Ｃ級戦 スタンダード                                       

優　勝  前田　貴広        前田　紗代        県DSC                   

準優勝  鈴木　崇夫        蘭幕　千春        県DSC                   

第３位  桑原　茂定        佐藤　雅子        東京都                  

第４位  小林　孝雄        小林　初美        横浜市                  

第５位  内田　大輔        大西　朋子        東京都                  

第６位  古木　正文        古木　糸世        相模                    

第７位  鈴木　健          鈴木　薫子        東京都                  

  ＤＳＣＪ Ｃ級戦 ラテン                                             

優　勝  山本　豊          山本　光子        横浜市                  

準優勝  石井　秀夫        有賀　淑子        東京都                  

第３位  原　淳            原　恵子          県DSC                   

第４位  岡嵜　昭良        中村　裕子        川崎市                  

第５位  三宮　民生        甲斐　なるみ      横浜市                  

第６位  長塚　秀樹        長塚　礼美        千葉県                  
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  ＤＳＣＪ Ｄ級戦 スタンダード                                       

優　勝  伊東　幸一        川島　香          川崎市                  

準優勝  矢野　達大        吉田　恒子        横浜市                  

第３位  井上　昭治        山下　聡子        東京都                  

第４位  原﨑　正之        保谷　章子        千葉県                  

第５位  成松　芳朗        成松　博子        東京都                  

第６位  平松　孝道        髙塚　百代        東京都                  

  ＤＳＣＪ Ｄ級戦 ラテン                                             

優　勝  矢野　達大        吉田　恒子        横浜市                  

準優勝  木村　洋一        鈴木　万由美      東京都                  

第３位  黒羽　聡          澤口　晃子        藤沢市                  

第４位  柳田　実          川上　良枝        東京都                  

第５位  加山　均          大川　婦久美      横浜市                  

第６位  竹内　和幸        御園生　文代      協賛教室                

第７位  小泉　直樹        小泉　貞子        藤沢市                  

第８位  北村　雅彦        岡　恵子          東京都                  

第９位  田中　英明        山下　容子        埼玉県                  

  ＤＳＣＪ １級戦 スタンダード                                       

優　勝  滝崎　裕晴        堀岡　えり子      東京都                  

準優勝  中迫　和巳        中迫　利香        横浜市                  

第３位  深瀬　翔吾        深瀬　京子        横浜市                  

第４位  綿貫　貴          村木　洋子        東京都                  

第５位  曽我　裕          和田　由美子      湘南                    

第６位  若田部　治行      星川　恵美        東京都                  

第７位  佐藤　輝雄        工藤　洋子        横浜市                  

  ＤＳＣＪ １級戦 ラテン                                             

優　勝  中迫　和巳        中迫　利香        横浜市                  

準優勝  けんのき　秀樹    宮脇　礼子        東京都                  

第３位  高橋　信一        増井　美雪        湘南                    

第４位  黒川　明雄        黒川　裕見子      千葉県                  

第５位  綿貫　貴          村木　洋子        東京都                  

第６位  岩渕　正義        岩渕　節子        東京都                  

  ＤＳＣＪ ２級戦 スタンダード                                       

優　勝  橘　雅人          渡部　いづみ      横浜市                  

準優勝  岡　方明          横沢　直子        山梨県                  

第３位  木村　角          高橋　真寿美      横浜市                  

第４位  渡邊　孟          渡邊　愛子        県DSC                   

第５位  保科　祐一郎      保科　文子        川崎市                  

第６位  市川　伸二        市川　幸子        横浜市                  

第７位  森　由雄          西野　久枝        鎌倉市                  

第８位  大塚　彰宏        黒田　有香        東京都                  

  ＤＳＣＪ ２級戦 ラテン                                             

優　勝  飯島　弘士        田邊　友美        東京都                  

準優勝  橘　雅人          渡部　いづみ      横浜市                  

第３位  岡　方明          横沢　直子        山梨県                  

第４位  渡辺　勝          山口　則子        川崎市                  

第５位  桐山　康照        有本　房恵        相模原市                

第６位  大塚　彰宏        黒田　有香        東京都                  

第７位  渡邊　孟          渡邊　愛子        県DSC                   
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  ＤＳＣＪ ３級戦 スタンダード                                       

優　勝  飯島　弘士        田邊　友美        東京都                  

準優勝  若林　秀行        若林　直子        東京都                  

第３位  松澤　和彦        小林　日出子      相模原市                

第４位  若松　久人        若松　仁子        横浜市                  

第５位  畑　典仁          角田　千恵子      川崎市                  

第６位  臼井　清          新庄　俊子        東京都                  

  ＤＳＣＪ ３級戦 ラテン                                             

優　勝  若林　秀行        若林　直子        東京都                  

準優勝  松本　寿          松本　治子        川崎市                  

第３位  小川　隆一        神田　由利子      川崎市                  

第４位  柿沼　正勝        長塚　ゆかり      横浜市                  

第５位  小澤　敏男        八木原　公子      相模                    

第６位  榊原　俊和        榊原　寿美枝      東京都                  

第７位  渡辺　博          松永　恵美子      藤沢市                  

第８位  青木　真光        加納　文子        湘南                    

  ＤＳＣＪ ４級戦 スタンダード                                       

優　勝  赤羽　哲一        赤羽　のぶ子      横浜市                  

準優勝  吉川　友彦        細山　裕子        横浜市                  

第３位  谷田川　武行      大澤　典子        横浜市                  

第４位  片野　新二郎      亀井　靖子        東京都                  

第５位  田村　一夫        小泉　美津子      東京都                  

第６位  伊丹　猛夫        大嶋　ます江      横浜市                  

  ＤＳＣＪ ４級戦 ラテン                                             

優　勝  若松　久人        若松　仁子        横浜市                  

準優勝  柴田　浩明        柴田　宏子        東京都                  

第３位  臼井　清          新庄　俊子        東京都                  

第４位  若林　幸夫        若林　宏子        相模                    

第５位  小坂　三雄        小坂　悦子        湘南                    

第６位  小西　義昭        小西　恭子        相模原市                

  ＤＳＣＪ ５級戦 スタンダード                                       

優　勝  髙橋　久雄        髙橋　かつ子      千葉県                  

準優勝  榊原　俊和        榊原　寿美枝      東京都                  

第３位  柴田　浩明        柴田　宏子        東京都                  

第４位  中村　敬二        古橋　正子        東京都                  

第５位  内橋　辰男        本山　義子        千葉県                  

第６位  河戸　正彰        更谷　喜子        鎌倉市                  

  ＤＳＣＪ ６級戦 スタンダード                                       

優　勝  安斉　修          河合　君江        横浜市                  

準優勝  鈴木　義正        長谷川　美恵子    東京都                  

第３位  下田　彰          原田　千鶴子      東京都                  

第４位  塗　善行          長島　則子        横浜市                  

第５位  山下　清          安藤　八重子      東京都                  

第６位  山本　修三        馬場　睦子        愛甲郡                  
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  ＤＳＣＪ ６級戦 ラテン                                             

優　勝  長友　宏樹        今村　佳代子      東京都                  

準優勝  深瀬　翔吾        深瀬　京子        横浜市                  

第３位  安斉　修          河合　君江        横浜市                  

第４位  平田　克己        平田　実穂        横浜市                  

第５位  鈴木　義正        長谷川　美恵子    東京都                  

第６位  山本　修三        馬場　睦子        愛甲郡                  
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