
入 賞 者 一 覧 表 競技会コード：１７０２０１第22回YOKOHAMA赤い靴杯ダンススポーツ大会

開催会場：横浜市緑区スポーツセンター第1体育室     主催者：横浜市ダンススポーツ連盟、神奈川ダンススポーツ連盟開催日：平成29年2月12日（日）                   

  DSCJ Ｂ級戦 赤い靴杯　ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ                                     

優　勝  森　雅人          松村　のり子      東京都                  

準優勝  平野　久朗        三代川　美知子    千葉県                  

第３位  清河　延宏        西江　千恵子      東京都                  

第４位  飯島　二三夫      三沢　育子        横浜市                  

第５位  三宅　博輝        上岡　美智子      鎌倉市                  

第６位  丸山　隆晴        斎藤　善子        横浜市                  

  DSCJ Ｂ級戦 赤い靴杯　ラテン                                       

優　勝  本田　航平        難波　友希        県DSC                   

準優勝  武藤　大輔        栄田　真知子      千葉県                  

第３位  井上　隆之        竹岡　千尋        川崎市                  

第４位  田中　克典        小山　美香子      東京都                  

第５位  前田　貴広        前田　紗代        県DSC                   

第６位  安達　典生        小山　綾子        東京都                  

第７位  渡辺　良弘        外山　郁世        東京都                  

  シニアⅡ Ａ級戦 スタンダード                                       

優　勝  田中　哲男        田中　真由美      県DSC                   

準優勝  長嶋　善哉        目時　玲奈        県DSC                   

第３位  田中　克典        小山　美香子      東京都                  

第４位  佐々木　孝一郎    佐々木　弘美      県DSC                   

第５位  結城　定春        春山　栄子        福島県                  

第６位  村田　寿彦        村田　裕子        千葉県                  

第７位  林　敏和          林　江里          埼玉県                  

  シニアⅡ Ａ級戦 ラテン                                             

優　勝  長嶋　善哉        目時　玲奈        県DSC                   

準優勝  北村　浩介        春名　由香里      県DSC                   

第３位  林　崇徳          林　世子          県DSC                   

第４位  松本　修          井上　枝美子      湘南                    

第５位  近藤　正美        平田　喜美代      県DSC                   

第６位  小口　修一        平山　知江        千葉県                  

  シニアⅡ Ｂ級戦 スタンダード                                       

優　勝  岡崎　順夫        武田　紀子        県DSC                   

準優勝  五十川　渡        五十川　恭子      相模原市                

第３位  原　昭弘          原　みち子        東京都                  

第４位  棚橋　真澄        棚橋　富士子      県DSC                   

第５位  松本　修          井上　枝美子      湘南                    

第６位  山中　孝          鈴木　玉緒        東京都                  

  シニアⅡ Ｂ級戦 ラテン                                             

優　勝  塚田　賢司        中根　孝子        東京都                  

準優勝  波多野　吉則      峰岸　恵子        東京都                  

第３位  林　勇蔵          安信　まつ子      横浜市                  

第４位  三宮　民生        甲斐　なるみ      横浜市                  

第５位  松浦　剛          松浦　直美        茨城県                  
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  シニアⅢ Ａ級戦 スタンダード                                       

優　勝  佐々木　孝一郎    佐々木　弘美      県DSC                   

準優勝  柳　幸造          柳　トミ子        栃木県                  

第３位  安達　典生        小山　綾子        東京都                  

第４位  林　敏和          林　江里          埼玉県                  

第５位  小柳　博          原　まさ子        東京都                  

第６位  吉岡　勝義        吉岡　信江        横浜市                  

第７位  海野　正義        海野　まち子      東京都                  

  シニアⅢ Ａ級戦 ラテン                                             

優　勝  松本　修          井上　枝美子      湘南                    

準優勝  近藤　正美        平田　喜美代      県DSC                   

第３位  塚田　賢司        中根　孝子        東京都                  

第４位  渡辺　一男        髙松　清子        宮城県                  

第５位  小笠原　定憲      矢野　洋子        東京都                  

第６位  小野　裕志        安池　千代美      東京都                  

  シニアⅢ Ｂ級戦 スタンダード                                       

優　勝  山口　通寿        向山　恵津子      東京都                  

準優勝  竹内　一雄        石森　由美子      東京都                  

第３位  岡嵜　昭良        中村　裕子        川崎市                  

第４位  樋口　文也        荒井　りつ        東京都                  

第５位  松坂　勲          大宮　淳子        東京都                  

第６位  相沢　繁昌        工藤　啓          横浜市                  

  シニアⅢ Ｂ級戦 ラテン                                             

優　勝  山口　通寿        向山　恵津子      東京都                  

準優勝  小杉　和弘        清水　靖子        東京都                  

第３位  小宮　弘          杉山　喜美代      県DSC                   

第４位  荒井　進          荒井　典子        横浜市                  

第５位  作山　清          作山　千枝子      茨城県                  

第６位  津野　光昭        津野　晴子        東京都                  

  シニアⅢ Ｃ級戦 スタンダード                                       

優　勝  山口　通寿        向山　恵津子      東京都                  

準優勝  小林　孝雄        小林　初美        横浜市                  

第３位  澤田　秀造        橘川　邦子        横浜市                  

第４位  興山　政基        佐藤　和枝        東京都                  

第５位  仲重　篤          宍戸　雅子        東京都                  

第６位  西上　文俊        小島　貴代子      県DSC                   

第７位  三浦　一郎        手塚　静子        横浜市                  

  シニアⅢ Ｃ級戦 ラテン                                             

優　勝  山口　通寿        向山　恵津子      東京都                  

準優勝  外山　千秋        外山　幸子        県DSC                   

第３位  澤田　秀造        橘川　邦子        横浜市                  

第４位  佐藤　義弘        佐藤　雪枝        静岡県                  

第５位  山中　治樹        山中　正子        東京都                  
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  シニア Ⅳ A級戦 スタンダード                                       

優　勝  柳　幸造          柳　トミ子        栃木県                  

準優勝  結城　定春        春山　栄子        福島県                  

第３位  鈴木　勝彦        鈴木　洋子        東京都                  

第４位  河合　隆広        河合　美保        県DSC                   

第５位  松山　宏昭        村手　美枝子      東京都                  

第６位  野元　幸男        寺本　由紀子      横浜市                  

  シニア Ⅳ B級戦 スタンダード                                       

優　勝  鈴木　勝彦        鈴木　洋子        東京都                  

準優勝  渡辺　一男        髙松　清子        宮城県                  

第３位  海野　正義        海野　まち子      東京都                  

第４位  池上　洋一        別府　政子        湘南                    

第５位  志田　昌一        佐々木　恵美子    横浜市                  

第６位  内藤　誠          内藤　俊枝        横浜市                  

  ＤＳＣＪ １級戦 スタンダード                                       

優　勝  森長　寛          森長　理沙        東京都                  

準優勝  仲重　篤          宍戸　雅子        東京都                  

第３位  川端　繁治        廣瀬　好子        相模原市                

第４位  若田部　治行      星川　恵美        東京都                  

第５位  藤曲　辰幸        川崎　芳子        相模                    

第６位  小川　隆一        神田　由利子      川崎市                  

第７位  玉川　栄一        玉川　小百合      東京都                  

  ＤＳＣＪ １級戦 ラテン                                             

優　勝  森長　寛          森長　理沙        東京都                  

準優勝  飯島　二三夫      三沢　育子        横浜市                  

第３位  佐藤　裕一        目黒　昌代        東京都                  

第４位  宮﨑　直          宮﨑　芳江        東京都                  

第５位  小塚　誠一郎      小塚　俊枝        横浜市                  

第６位  杉山　末吉        安西　テル子      湘南                    

  ＤＳＣＪ ２級戦 スタンダード                                       

優　勝  荒井　進          荒井　典子        横浜市                  

準優勝  大矢　健太        大矢　陽香里      ﾕｰｽｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ            

第３位  植田　正一        堀江　良江        湘南                    

第４位  松本　義久        田中　由美子      横浜市                  

第５位  冨田　泰生        田中　明枝        川崎市                  

第６位  弓田　三朗        浜辺　陽子        厚木市                  

第７位  青木　洋          佐藤　博子        相模                    

  ＤＳＣＪ ２級戦 ラテン                                             

優　勝  大矢　健太        大矢　陽香里      ﾕｰｽｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ            

準優勝  箭内　広光        吉村　実花子      東京都                  

第３位  若田部　治行      星川　恵美        東京都                  

第４位  青木　洋          佐藤　博子        相模                    

第５位  小野　国夫        高橋　奈々子      横浜市                  

第６位  日浦　裕次        日浦　佐枝子      横浜市                  
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  プレジュブナイル戦 スタンダード                                    

優　勝  古市　和奏        梶原　南帆        横浜市                  

準優勝  友野　まりあ      前島シャイン      横浜市                  

第３位  ハニマン　レイ    磯部　愛          横浜市                  

第４位  住野　来々夏      若山　瑠菜        東京都                  

第５位  牧野　羚斗        山本 優奈         JrAC                    

第６位  外村　温仁        鈴木　ゆずか      横浜市                  

  プレジュブナイル戦　ラテン                                         

優　勝  友野　まりあ      前島シャイン      横浜市                  

準優勝  古市　和奏        梶原　南帆        横浜市                  

第３位  牧野　羚斗        山本 優奈         JrAC                    

第４位  若山　瑠菜        橋本　佳耶        東京都                  

第５位  平泉　修          住野　来々夏      東京都                  

第６位  外村　温仁        外村　日夏子      横浜市                  

第７位  若山　史穏        宮脇　寧音        東京都                  

第８位  杉本　朱理        和田　静流        東京都                  
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