
入 賞 者 一 覧 表 競技会コード： １ ７ ０ ３ １ ３第４６回　相模ダンススポーツ競技大会    

開催会場： 秦野市総合体育館                        主催者： 相模ダンススポーツ連盟                  開催日： 平成２９年３月５日                      

  花岡杯 ＤＳＣＪ Ｃ級戦 スタンダード                                

優　勝  江川　久          江川　政江        横浜市                  

準優勝  坂上　重一        坂上　美惠子      横浜市                  

第３位  林　道雄          上沼　尭子        東京都                  

第４位  児玉　進          星　悦子          静岡県                  

第５位  吉田　二郎        吉田　春美        横浜市                  

第６位  島崎　實          神澤　節子        東京都                  

第７位  原島　宗雄        原島　樺津恵      東京都                  

第８位  田中　芳彦        小原　喜久子      東京都                  

  花岡杯 ＤＳＣＪ Ｃ級戦 ラテン                                      

優　勝  鈴木　直人        水井　明子        湘南                    

準優勝  黒羽　聡          澤口　晃子        藤沢市                  

第３位  加来　京雄        中尾　かほる      相模                    

第４位  福原　保男        福原　逸子        東京都                  

第５位  井山　昇          加藤　佐代子      横浜市                  

第６位  加藤　幸一        加藤　聖子        横浜市                  

  シニアⅢ Ａ級戦 スタンダード                                       

優　勝  須田　幸彦        足立　恵子        県DSC                   

準優勝  矢島　敬一        三谷　ときわ      横浜市                  

第３位  師岡　義明        及川　たか美      東京都                  

第４位  石橋　清治        小野　早苗        県DSC                   

第５位  高田　光康        土屋　美代子      静岡県                  

第６位  森川　志郎        森川　フジエ      東京都                  

第７位  森　進治          森　恵子          湘南                    

第８位  竹川　喬喜        竹川　みな子      東京都                  

  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  黒澤　明          高橋　和子        東京都                  

第３位  池上　洋一        別府　政子        湘南                    

第４位  石橋　清治        小野　早苗        県DSC                   

第５位  飯田　剛          飯田　弘子        県DSC                   

第６位  三宮　民生        甲斐　なるみ      横浜市                  

  シニアⅢ Ｂ級戦 スタンダード                                       

優　勝  黒澤　明          高橋　和子        東京都                  

準優勝  池上　洋一        別府　政子        湘南                    

第３位  川島　徹          橋本　由美子      東京都                  

第４位  小沢　隆雄        西本　睦子        東京都                  

第５位  栗原　孝一        藤本　登志美      県DSC                   

第６位  日比野　博義      高橋　喜代美      東京都                  

  シニアⅢ Ｂ級戦 ラテン                                             

優　勝  原　淳            原　恵子          県DSC                   

準優勝  高田　光康        土屋　美代子      静岡県                  

第３位  吉田　二郎        吉田　春美        横浜市                  

第４位  志田　昌一        佐々木　恵美子    横浜市                  

第５位  加来　京雄        中尾　かほる      相模                    

第６位  原島　宗雄        原島　樺津恵      東京都                  
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入 賞 者 一 覧 表 競技会コード： １ ７ ０ ３ １ ３第４６回　相模ダンススポーツ競技大会    
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  ＤＳＣＪ Ｄ級戦 スタンダード                                       

優　勝  田中　剛          増山　恵子        東京都                  

準優勝  小野　春巳        村上　黎子        県DSC                   

第３位  小出　秀雄        松崎　綾子        相模原市                

第４位  加藤　幸一        加藤　聖子        横浜市                  

第５位  加来　京雄        中尾　かほる      相模                    

第６位  若月　輝幸        大塚　美千代      東京都                  

第７位  井山　昇          加藤　佐代子      横浜市                  

  ＤＳＣＪ Ｄ級戦 ラテン                                             

優　勝  今泉　修          今泉　英子        横浜市                  

準優勝  北村　秀勝        北村　節子        湘南                    

第３位  安藤　広          佐藤　ソヨ子      相模                    

第４位  小澤　栄          小澤　渓子        湘南                    

第５位  高橋　信一        増井　美雪        湘南                    

第６位  中村　幸夫        林　やよい        横浜市                  

第７位  本橋　宏之        本橋　ひろみ      東京都                  

第８位  坂上　重一        坂上　美惠子      横浜市                  

  ＤＳＣＪ １級戦 スタンダード                                       

優　勝  諏訪部　光司      志賀　詠子        静岡県                  

準優勝  吉川　啓文        吉川　節子        東京都                  

第３位  加部　延茂        牧野　まゆみ      東京都                  

第４位  吉本　先知        平本　郁子        横浜市                  

第５位  松井　嘉樹        大橋　しをり      鎌倉市                  

第６位  井田　稔堆        井田　富美子      相模                    

第７位  青木　真光        加納　文子        湘南                    

  ＤＳＣＪ １級戦 ラテン                                             

優　勝  堂園　幸雄        堂園　直美        川崎市                  

準優勝  山田　雅仁        大川　わかな      静岡県                  

第３位  小林　俊介        近藤　汎子        鎌倉市                  

第４位  加部　延茂        牧野　まゆみ      東京都                  

第５位  小野寺　征之      塚　信子          横浜市                  

第６位  守屋　孝          守屋　順子        東京都                  

  ＤＳＣＪ ２級戦 スタンダード                                       

優　勝  伊丹　猛夫        内田　ふみ        相模                    

準優勝  伊藤　和雄        目崎　葉子        川崎市                  

第３位  山澤　正良        山澤　恵美子      静岡県                  

第４位  楠畑　克彦        有坂　洋子        湘南                    

第５位  小澤　敏男        八木原　公子      相模                    

第６位  青木　洋          佐藤　博子        相模                    

  ＤＳＣＪ ２級戦 ラテン                                             

優　勝  伊藤　和雄        目崎　葉子        川崎市                  

準優勝  青木　真光        加納　文子        湘南                    

第３位  鈴木　克比古      橘高　和          東京都                  

第４位  加藤　邦夫        清水　アヤコ      東京都                  

第５位  山田　春雄        辻野　記子        相模                    

第６位  青木　洋          佐藤　博子        相模                    
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入 賞 者 一 覧 表 競技会コード： １ ７ ０ ３ １ ３第４６回　相模ダンススポーツ競技大会    
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  秦野市民戦　スタンダード                                           

優　勝  山口　賢一        山口　恵子        秦野市                  

準優勝  小野　二三一      小野　緑          秦野市                  

第３位  勝又　武          石引　裕子        秦野市                  
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