
入 賞 者 一 覧 表 競技会コード： １ ７ ０ ３ １ ５第65回　湘南ダンススポーツ競技大会

開催会場： 平塚市総合体育館 主催者： 湘南ダンススポーツ連盟 開催日： 平成29年3月20日（月・祭）

  シニアⅢ Ｃ級戦 スタンダード

優　勝  南沢　義則 南沢　多美子 川崎市

準優勝  石原　茂樹 松岡　美穂子 相模

第３位  深石　進 深石　廣子 湘南

第４位 湯川　龍二 佐藤　政子 県DSC

第５位  沓沢　一夫 斉藤　洋子 横浜市

第６位  小林　喜正 鈴木　由紀子 横浜市

  シニアⅢ Ｃ級戦 ラテン　

優　勝  小林　要 小林　知枝 県DSC

準優勝  松山　博 奥津　博子 湘南

第３位  遠藤　征臣 遠藤　寿美子 湘南

第４位  久保田　相司 水田　明美 東京都

第５位  高橋　和夫 村田　和子 東京都

第６位  石原　茂樹 松岡　美穂子 相模

第７位  新谷　紀夫 末永　洋子 横浜市

第８位  岸端　隆 岸端　芳美 静岡県

  ＤＳＣＪ Ｃ級戦 スタンダード

優　勝  島田　裕 島田　奈美 東京都

準優勝  小野　春巳 村上　黎子 県DSC

第３位  小林　要 小林　知枝 県DSC

第４位  岩崎　章 澤田　正子 横浜市

第５位 湯川　龍二 佐藤　政子 県DSC

第６位  磯目　輝行 斉藤　久美子 湘南

  ＤＳＣＪ Ｃ級戦 ラテン

優　勝  鈴木　直人 水井　明子 湘南

準優勝  田中　幸雄 清水　秩子 県DSC

第３位  望月　潔 高橋　雅子 静岡県

第４位  岡　方明 横沢　直子 山梨県

第５位  磯目　輝行 斉藤　久美子 湘南

第６位  松山　博 奥津　博子 湘南

  ＤＳＣＪ Ｄ級戦 スタンダード

優　勝  福石　隆一 福石　貞子 横浜市

準優勝  森　由雄 西野　久枝 鎌倉市

第３位  黒田　繁男 水江　つや子 川崎市

第４位  小島　勝巳 小島　信子 厚木市

第５位  山中　丈美 山中　典子 横浜市

第６位  遠藤　和宏 遠藤　枝美子 東京都

第７位  小林　俊詞 小林　義子 相模

  ＤＳＣＪ Ｄ級戦 ラテン

優　勝  三谷　修身 渡辺　栄子 横浜市

準優勝  川島　忠男 中村　映子 横浜市

第３位  高野　茂則 高野　宏子 横浜市

第４位  蛯名　毅 石田　慶子 湘南

第５位  下川　幹雄 菅原　ミネ子 横浜市

第６位  鈴木　忠彦 松田　兼代 横浜市
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  ＤＳＣＪ １級戦 スタンダード

優　勝  大八木　淳一 松井　美奈子 横浜市

準優勝  東出　章 佐々木　敏江 横浜市

第３位  伊藤　和雄 目崎　葉子 川崎市

第４位  牧　一雄 三浦　恵美 鎌倉市

第５位  小川　重雄 小川　まち子 県DSC

第６位  鈴木　正則 鈴木　松子 相模原市

  ＤＳＣＪ １級戦 ラテン

優　勝  大八木　淳一 松井　美奈子 横浜市

準優勝  伊藤　和雄 目崎　葉子 川崎市

第３位  小川　重雄 小川　まち子 県DSC

第４位  遠藤　芳徳 大川　綾子 県DSC

第５位  横川　實 石井　房子 川崎市

第６位  鈴木　啓一 有澤　美和子 湘南

第７位  木村　直幹 庄司　淑子 湘南

第８位  杉山　末吉 安西　テル子 湘南

  ＤＳＣＪ ２級戦 スタンダード

優　勝  田中　誠司 藤原　純子 横浜市

準優勝  住安　達夫 永吉　裕子 川崎市

第３位  小野　国夫 高橋　奈々子 横浜市

第４位  宗田　道郎 岡田　多美江 相模原市

第５位  土屋　義正 大泉　美恵子 東京都

第６位  玉井　俊光 橘　百合子 鎌倉市

第７位  小西　義昭 小西　恭子 相模原市

第８位  浅岡　康男 浅岡　あつ子 厚木市

  ＤＳＣＪ ２級戦 ラテン

優　勝  小野　国夫 高橋　奈々子 横浜市

準優勝  青木　真光 加納　文子 湘南

第３位  浅岡　康男 浅岡　あつ子 厚木市

第４位  森　由雄 西野　久枝 鎌倉市

第５位  日浦　裕次 日浦　佐枝子 横浜市

第６位  石田　英三 城所　政子 相模
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