
入 賞 者 一 覧 表 競技会コード：１７０４１１第８０回　川崎市ダンススポーツ競技大会  

開催会場：とどろきアリーナ                        主催者：川崎市ダンススポーツ連盟・神奈川県ダンススポーツ連盟開催日：平成２９年４月２３日                    

  シニアⅡ Ａ級戦 スタンダード                                       

優　勝  川合　明          郷戸　悦子        県DSC                   

準優勝  長嶋　善哉        目時　玲奈        県DSC                   

第３位  加藤　重之        三宅　由紀子      東京都                  

第４位  西村　拓一        渡辺　由紀子      東京都                  

第５位  佐々木　信一      岸　克子          東京都                  

第６位  町田　孝          岡田　八重子      川崎市                  

  シニアⅡ Ａ級戦 ラテン                                             

優　勝  西村　拓一        渡辺　由紀子      東京都                  

準優勝  長嶋　善哉        目時　玲奈        県DSC                   

第３位  大河原　敏朗      小菅　睦          静岡県                  

第４位  大嶽　達          大嶽　洋子        東京都                  

第５位  渡辺　一男        髙松　清子        宮城県                  

  シニアⅡ Ｂ級戦 スタンダード                                       

優　勝  赤城　正晃        赤城　和子        東京都                  

準優勝  林　俊男          林　妙子          東京都                  

第３位  吉田　篤正        吉田　晃子        東京都                  

第４位  伊藤　文雄        宍戸　直生実      川崎市                  

第５位  五十川　渡        五十川　恭子      相模原市                

第６位  日比野　博義      高橋　喜代美      東京都                  

  シニアⅡ Ｂ級戦 ラテン                                             

優　勝  伊藤　文雄        宍戸　直生実      川崎市                  

準優勝  宇田川　久        河合　美津子      東京都                  

第３位  塚田　賢司        中根　孝子        東京都                  

第４位  佐久間　美津男    佐久間　寿美恵    東京都                  

第５位  林　俊男          林　妙子          東京都                  

第６位  長塚　秀樹        長塚　礼美        千葉県                  

  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  山口　昌宏        有田　良子        東京都                  

第３位  志田　昌一        佐々木　恵美子    横浜市                  

第４位  久我　昌司        坪田　峯子        千葉県                  

第５位  山崎　清          石鍋　イク子      東京都                  

第６位  大辻　明          中本　光子        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  渡辺　達久        渡辺　浩美        相模                    

第３位  藤島　正          佐藤　文子        湘南                    

第４位  齋藤　英次        齋藤　玲子        東京都                  

第５位  湯川　龍二        佐藤　政子        県DSC                   

第６位  白木　保一郎      渡　幸子          東京都                  
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入 賞 者 一 覧 表 競技会コード：１７０４１１第８０回　川崎市ダンススポーツ競技大会  

開催会場：とどろきアリーナ                        主催者：川崎市ダンススポーツ連盟・神奈川県ダンススポーツ連盟開催日：平成２９年４月２３日                    

  シニアⅢ Ｂ級戦 スタンダード                                       

優　勝  根本　浩由        山崎　香保里      県DSC                   

準優勝  服部　信和        山口　京子        湘南                    

第３位  宇田川　久        河合　美津子      東京都                  

第４位  白木　保一郎      渡　幸子          東京都                  

第５位  林　孝行          榊原　紀子        川崎市                  

第６位  鈴木　弥彦        鈴木　栄子        横浜市                  

  シニアⅢ Ｂ級戦 ラテン                                             

優　勝  吉田　二郎        吉田　春美        横浜市                  

準優勝  志田　昌一        佐々木　恵美子    横浜市                  

第３位  山田　秧          豊泉　恵子        横浜市                  

第４位  松永　稔          松永　由江        相模                    

第５位  斎藤　誠          神地　康予        東京都                  

第６位  山崎　清          石鍋　イク子      東京都                  

  シニアⅢ Ｃ級戦 スタンダード                                       

優　勝  石川　芳男        田坂　桂子        東京都                  

準優勝  南沢　義則        南沢　多美子      川崎市                  

第３位  石原　茂樹        松岡　美穂子      相模                    

第４位  中丸　明義        河本　美智子      県DSC                   

第５位  原島　宗雄        原島　樺津恵      東京都                  

第６位  飯塚　烈          山口　代子        川崎市                  

  シニアⅢ Ｃ級戦 ラテン                                             

優　勝  野沢　昭則        山下　幸子        山梨県                  

準優勝  篠木　晴道        宮崎　晴美        横浜市                  

第３位  橋詰　茂          田中　久子        湘南                    

第４位  石井　誠一        石井　芳子        川崎市                  

第５位  大林　忠明        大林　二三子      湘南                    

第６位  伊藤　和雄        目崎　葉子        川崎市                  

第７位  新谷　紀夫        末永　洋子        横浜市                  

  ＤＳＣＪ Ｃ級戦 スタンダード                                       

優　勝  金田　隆夫        石川　裕美        東京都                  

準優勝  浅野　元晴        日高　春代        東京都                  

第３位  中谷　光夫        蒲田　智子        東京都                  

第４位  林　孝行          榊原　紀子        川崎市                  

第５位  桐谷　勝己        桐谷　紀子        湘南                    

第６位  児玉　進          星　悦子          静岡県                  

  ＤＳＣＪ Ｃ級戦 ラテン                                             

優　勝  西田　祐介        西田　朋子        東京都                  

準優勝  佐藤　洋平        鴨下　未沙子      東京都                  

第３位  齋藤　文作        齋藤　寧子        厚木市                  

第４位  五十川　渡        五十川　恭子      相模原市                

第５位  篠木　晴道        宮崎　晴美        横浜市                  

第６位  伊東　成一        伊東　啓子        東京都                  
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  ＤＳＣＪ Ｄ級戦 スタンダード                                       

優　勝  柿沼　徹          松本　英里子      学連                    

準優勝  落合　伸夫        荒川　凉子        東京都                  

第３位  中迫　和巳        中迫　利香        横浜市                  

第４位  金澤　春男        浅見　志保子      東京都                  

第５位  小島　勝巳        小島　信子        厚木市                  

第６位  山根　進          蓬台　しのぶ      東京都                  

第７位  加藤　直弘        井門　立子        横浜市                  

第８位  山中　丈美        山中　典子        横浜市                  

第９位  浅木　哲          竹内　孝子        相模原市                

  ＤＳＣＪ Ｄ級戦 ラテン                                             

優　勝  小野　健二        渡辺　雅子        静岡県                  

準優勝  原田　宜典        原田　弘子        北海道                  

第３位  久我　昌司        坪田　峯子        千葉県                  

第４位  加納　周一        中野　キヨ子      横浜市                  

第５位  村社　一夫        村社　恵子        川崎市                  

第６位  橋詰　茂          田中　久子        湘南                    

第７位  大庭　松雄        佐川　潤子        横浜市                  

  ＤＳＣＪ １級戦 スタンダード                                       

優　勝  荒井　進          荒井　典子        横浜市                  

準優勝  荻野　高重        野田　ひろ子      東京都                  

第３位  土屋　義正        大泉　美恵子      東京都                  

第４位  塩谷　信夫        塩谷　美恵子      東京都                  

第５位  松田　慶治        藤井　公代        横浜市                  

第６位  赤羽　哲一        赤羽　のぶ子      横浜市                  

  ＤＳＣＪ １級戦 ラテン                                             

優　勝  木村　直幹        庄司　淑子        湘南                    

準優勝  間嶋　芙美雄      間嶋　洋子        川崎市                  

第３位  千頭　周二        錦織　萬知子      鎌倉市                  

第４位  岩渕　正義        岩渕　節子        東京都                  

第５位  尾形　禎康        尾形　照代        横浜市                  

第６位  町田　睦雄        元木　玉江        東京都                  

  ＤＳＣＪ ２級戦 スタンダード                                       

優　勝  大野　哲一        上田　啓子        東京都                  

準優勝  牧野　英一        森田　幹子        横浜市                  

第３位  青木　洋          佐藤　博子        相模                    

第４位  冨田　泰生        田中　明枝        川崎市                  

第５位  宗田　道郎        岡田　多美江      相模原市                

第６位  原　忠明          原　啓子          川崎市                  

第７位  平井　正則        堀口　八千代      東京都                  

  ＤＳＣＪ ２級戦 ラテン                                             

優　勝  藤井　敏雄        高橋　由紀子      横浜市                  

準優勝  大野　哲一        上田　啓子        東京都                  

第３位  牧野　英一        森田　幹子        横浜市                  

第４位  増本　尚文        里崎　己信        横浜市                  

第５位  若田部　治行      星川　恵美        東京都                  

第６位  森　由雄          西野　久枝        鎌倉市                  

第７位  小野　国夫        高橋　奈々子      横浜市                  
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