
入 賞 者 一 覧 表 競技会コード： １ ７ １ １ ０ ４第２３回　厚木市ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ大会           

開催会場： 厚木市営東町スポーツセンター            主催者： 厚木市ダンススポーツ連盟                開催日： 平成２９年１１月１２日（日）            

  シニアⅢ Ｃ級戦 スタンダード                                       

優　勝  藤井　孝秋        花澤　宏子        県DSC                   

準優勝  百瀬　秀信        小野　百合子      湘南                    

第３位  渡辺　光雄        望月　時子        静岡県                  

第４位  中尾　寿昭        古川　香代子      横浜市                  

第５位  岩田　久勝        渋沢　信子        湘南                    

第６位  岩崎　章          澤田　正子        横浜市                  

第７位  石原　茂樹        松岡　美穂子      相模                    

  シニアⅢ Ｃ級戦 ラテン                                             

優　勝  大林　忠明        大林　二三子      湘南                    

準優勝  久保田　相司      水田　明美        東京都                  

第３位  小澤　栄          小澤　渓子        湘南                    

第４位  外山　千秋        外山　幸子        県DSC                   

第５位  伊藤　正次        本多　みちゑ      横浜市                  

第６位  小田　和彦        中原　幸子        横浜市                  

  シニアⅢ Ｄ級戦 スタンダード                                       

優　勝  大林　忠明        大林　二三子      湘南                    

準優勝  早﨑　義仁        奈良　節子        川崎市                  

第３位  水元　鋭二        水元　惠子        東京都                  

第４位  浅木　哲          竹内　孝子        相模原市                

第５位  古川　博康        山﨑　友子        横浜市                  

第６位  荒井　進          荒井　典子        横浜市                  

第７位  永井　憲三        片桐　正子        東京都                  

第８位  金谷　士壽男      金谷　恵子        横浜市                  

  シニアⅢ Ｄ級戦 ラテン                                             

優　勝  石原　茂樹        松岡　美穂子      相模                    

準優勝  石河　健一        西田　千代子      相模                    

第３位  中塚　厚生        中塚　恵美        湘南                    

第４位  高田　武千代      浜田　美知子      湘南                    

第５位  浅野　寛          井藤　千代子      横浜市                  

第６位  小野　芳          関根　千鶴子      相模原市                

  ＤＳＣＪ Ｃ級戦 スタンダード                                       

優　勝  藤井　孝秋        花澤　宏子        県DSC                   

準優勝  黒羽　聡          澤口　晃子        藤沢市                  

第３位  渡辺　光雄        望月　時子        静岡県                  

第４位  篠木　晴道        宮崎　晴美        横浜市                  

第５位  三田村　泰秀      志摩　佳子        横浜市                  

第６位  岩波　吉雄        岩波　弘美        川崎市                  

  ＤＳＣＪ Ｃ級戦 ラテン                                             

優　勝  吉田　敏彦        吉田　みどり      相模                    

準優勝  吉岡　勝義        吉岡　信江        横浜市                  

第３位  加藤　直弘        沼田　仁子        横浜市                  

第４位  梶　正憲          梶　典子          厚木市                  

第５位  岩崎　章          澤田　正子        横浜市                  

第６位  野沢　昭則        山下　幸子        山梨県                  

第７位  岡田　喜久雄      岩本　敬子        相模                    

第８位  小池　弘          斉藤　ゆりえ      東京都                  
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  ＤＳＣＪ Ｄ級戦 スタンダード                                       

優　勝  中村　幸夫        林　やよい        横浜市                  

準優勝  村越　正一        村越　富士子      東京都                  

第３位  内藤　俊彦        内藤　圭子        東京都                  

第４位  加藤　直弘        沼田　仁子        横浜市                  

第５位  金谷　士壽男      金谷　恵子        横浜市                  

第６位  吉田　良憲        橋田　静子        相模原市                

第７位  堀江　幸司        堀江　順子        東京都                  

第８位  荒井　進          荒井　典子        横浜市                  

第９位  岡崎　政雄        藤田　年子        相模                    

  ＤＳＣＪ Ｄ級戦 ラテン                                             

優　勝  山田　政雄        植松　愛          東京都                  

準優勝  村崎　豊          村崎　トモ子      県DSC                   

第３位  瀧　繁            内山　雅子        相模                    

第４位  星　晴彦          星　より江        川崎市                  

第５位  竹内　行平        竹内　秀子        横浜市                  

第６位  石川　勝利        石川　美津子      川崎市                  

第７位  中塚　厚生        中塚　恵美        湘南                    

  ＤＳＣＪ １級戦 スタンダード                                       

優　勝  伊藤　久夫        因泥　昭子        東京都                  

準優勝  坂東　英機        坂東　恵子        横浜市                  

第３位  千代田　勝        鈴木　嘉子        湘南                    

第４位  中島　博孝        宇田川　初枝      厚木市                  

第５位  上野　守          諏訪　恭子        横浜市                  

第６位  森　慶秋          森　里子          横浜市                  

第７位  佐藤　信雄        佐藤　ゆき子      東京都                  

第８位  玉井　俊光        橘　百合子        鎌倉市                  

  ＤＳＣＪ １級戦 ラテン                                             

優　勝  但野　憲義        但野　たか子      湘南                    

準優勝  横川　實          石井　房子        川崎市                  

第３位  門田　魁          門田　正子        横浜市                  

第４位  千代田　勝        鈴木　嘉子        湘南                    

第５位  熊谷　充          半杭　佳順子      東京都                  

第６位  小林　治夫        榎本　宣子        湘南                    
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