
入 賞 者 一 覧 表 競技会コード： １ ７ １ ２ ０ ２市制記念 川崎市長賞争奪戦 川崎市ダンススポーツ競技大会

開催会場： カルッツかわさき                        主催者： 川崎市ダンススポーツ連盟                開催日： 平成２９年１２月３日                    

  シニアⅠ Ａ級戦 スタンダード                                       

優　勝  渡辺　崇          鷹野　芙美代      NEC玉川DS部             

準優勝  千葉　慎太郎      吉岡　由美恵      東京都                  

第３位  田中　克典        小山　美香子      東京都                  

第４位  伊藤　竜太郎      伊藤　和香子      東京都                  

第５位  田中　哲男        田中　真由美      県DSC                   

第６位  益田　幸典        野崎　正子        東京都                  

  シニアⅠ Ａ級戦 ラテン                                             

優　勝  木山　晶雄        小野田　沙耶      東京都                  

準優勝  井上　隆之        竹岡　千尋        川崎ｻﾝﾀﾞﾝｽ              

第３位  田中　克典        小山　美香子      東京都                  

第４位  千葉　慎太郎      吉岡　由美恵      東京都                  

第５位  伊藤　文雄        宍戸　直生実      NEC玉川DS部             

  ねんりんピック戦 スタンダード                                      

優　勝  中村　清          中村　法子        県DSC                   

準優勝  南沢　義則        南沢　多美子      TKｳｨﾝｸﾞ                 

第３位  長谷川　嘉彦      長谷川　和代      相模                    

第４位  田村　功          田村　敏子        宮前ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ             

第５位  小田　英雄        小田　喜久恵      宮前ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ             

第６位  星　晴彦          星　より江        宮前ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ             

  ねんりんピック戦 ラテン                                            

優　勝  中村　清          中村　法子        県DSC                   

準優勝  平田　幸三        西川　美智子      宮前ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ             

第３位  鈴木　富夫        鈴木　忍          宮前ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ             

第４位  宮崎　明彦        高橋　薫          東京都                  

第５位  星　晴彦          星　より江        宮前ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ             

  シニアⅡ Ａ級戦 スタンダード                                       

優　勝  吉川　敏雄        吉川　明子        東京都                  

準優勝  伊藤　竜太郎      伊藤　和香子      東京都                  

第３位  須田　幸彦        足立　恵子        県DSC                   

第４位  益田　幸典        野崎　正子        東京都                  

第５位  磯貝　英夫        磯貝　貴美子      東京都                  

第６位  井上　敬三        中里　水香        県DSC                   

  シニアⅡ Ａ級戦 ラテン                                             

優　勝  漆原　義明        漆原　弘子        埼玉県                  

準優勝  伊藤　文雄        宍戸　直生実      NEC玉川DS部             

第３位  石田　光明        石田　真佐子      県DSC                   
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入 賞 者 一 覧 表 競技会コード： １ ７ １ ２ ０ ２市制記念 川崎市長賞争奪戦 川崎市ダンススポーツ競技大会

開催会場： カルッツかわさき                        主催者： 川崎市ダンススポーツ連盟                開催日： 平成２９年１２月３日                    

  シニアⅢ Ａ級戦 スタンダード                                       

優　勝  作山　清          作山　千枝子      茨城県                  

準優勝  林　敏和          林　江里          埼玉県                  

第３位  南沢　義則        南沢　多美子      TKｳｨﾝｸﾞ                 

第４位  石田　光明        石田　真佐子      県DSC                   

第５位  小沢　隆雄        西本　睦子        東京都                  

第６位  山中　孝          鈴木　玉緒        東京都                  

  シニアⅡ Ｃ級戦 スタンダード                                       

優　勝  岡嵜　昭良        中村　裕子        川崎ｱｶﾃﾞﾐｰﾀﾞﾝｽｻｰｸﾙ      

準優勝  林　孝行          榊原　紀子        宮前ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ             

第３位  伊藤　大介        伊藤　史江        東京都                  

第４位  稲垣　眞一        稲垣　シズ子      高津DC                  

第５位  日野　和夫        日野　徳子        ﾁｬｰﾑﾀﾞﾝｽ                

第６位  浅野　元晴        日高　春代        東京都                  

  シニアⅡ Ｃ級戦 ラテン                                             

優　勝  岡嵜　昭良        中村　裕子        川崎ｱｶﾃﾞﾐｰﾀﾞﾝｽｻｰｸﾙ      

準優勝  西田　昌晴        徳永　佳子        ｷｷ･ｳｫｰｸｽ                

第３位  坂井　誠          坂井　まりこ      横浜市                  

第４位  時岡　謙          大菅　智津子      すずらんﾀﾞﾝｽｻｰｸﾙ        

第５位  中沢　邦夫        小林　悦子        川崎ｻﾝﾀﾞﾝｽ              

  シニアⅢ Ｃ級戦 スタンダード                                       

優　勝  天野　実          関根　文子        NEC玉川DS部             

準優勝  鳥居　信行        鳥居　光子        厚木市                  

第３位  小田　英雄        小田　喜久恵      宮前ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ             

第４位  浅野　元晴        日高　春代        東京都                  

第５位  手塚　政司        前田　弘子        ｷｷ･ｳｫｰｸｽ                

第６位  時岡　謙          大菅　智津子      すずらんﾀﾞﾝｽｻｰｸﾙ        

  シニアⅢ Ｃ級戦 ラテン                                             

優　勝  齋藤　文作        齋藤　寧子        厚木市                  

準優勝  鳥居　信行        鳥居　光子        厚木市                  

第３位  作山　清          作山　千枝子      茨城県                  

第４位  佐藤　司          伊藤　和子        東京都                  

第５位  天野　実          関根　文子        NEC玉川DS部             

第６位  伊藤　正次        本多　みちゑ      横浜市                  

  ＤＳＣＪ １級戦 スタンダード                                       

優　勝  大田　欽也        大田　ハツ恵      静岡県                  

準優勝  柿沼　正勝        長塚　ゆかり      横浜市                  

第３位  大塚　彰宏        大塚　郁子        東京都                  

第４位  森　慶秋          森　里子          横浜市                  

第５位  井田　稔堆        井田　富美子      相模                    

第６位  大柄根　登        久保田　文子      相模原市                
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入 賞 者 一 覧 表 競技会コード： １ ７ １ ２ ０ ２市制記念 川崎市長賞争奪戦 川崎市ダンススポーツ競技大会

開催会場： カルッツかわさき                        主催者： 川崎市ダンススポーツ連盟                開催日： 平成２９年１２月３日                    

  ＤＳＣＪ １級戦 ラテン                                             

優　勝  村社　一夫        村社　恵子        教文DS研究会            

準優勝  山田　真三        小川　すみ子      湘南                    

第３位  植田　武          田部井　美智子    東京都                  

第４位  森　慶秋          森　里子          横浜市                  

第５位  横川　實          石井　房子        木曜DC                  

第６位  小野寺　征之      塚　信子          横浜市                  

第７位  千代田　勝        鈴木　嘉子        湘南                    

第８位  柿沼　正勝        長塚　ゆかり      横浜市                  

  ＤＳＣＪ ２級戦 スタンダード                                       

優　勝  大原　尊文        内田　栄子        東京都                  

準優勝  東　克美          野口　美代子      川崎ｱｶﾃﾞﾐｰﾀﾞﾝｽｻｰｸﾙ      

第３位  原　忠明          原　啓子          ﾁｬｰﾑﾀﾞﾝｽ                

第４位  大澤　敬一        円子　清子        横浜市                  

  ＤＳＣＪ ３級戦 スタンダード                                       

優　勝  野田　耕治        河原　さやか      東京都                  

準優勝  譲原　妥          譲原　秀江        横浜市                  

第３位  竹内　正親        前田　美智子      横浜市                  

第４位  山本　裕之        山本　とし子      東京都                  

第５位  中村　敬二        古橋　正子        東京都                  

  ＤＳＣＪ ３級戦 ラテン                                             

優　勝  野田　耕治        河原　さやか      東京都                  

準優勝  竹内　正親        前田　美智子      横浜市                  

第３位  山本　裕之        山本　とし子      東京都                  

第４位  大澤　敬一        円子　清子        横浜市                  

第５位  原　忠明          原　啓子          ﾁｬｰﾑﾀﾞﾝｽ                

  行政区対抗団体戦 スタンダード クラスA                              

優　勝  NECﾊﾅ             NEC玉川 花組      中原区                  

準優勝  NECﾂｷ             NEC玉川 月組      中原区                  

第３位  NECｶｾﾞ            NEC玉川 風組      中原区                  

第４位  NECﾄﾘ             NEC玉川 鳥組      中原区                  

第５位  ﾗﾍﾞﾝﾀﾞA           ラベンダーA       宮前区                  

第６位  ﾗﾍﾞﾝﾀﾞB           ラベンダーB       宮前区                  

第７位  ﾜｲﾜｲ              ワイワイチーム    川崎区                  

  行政区対抗団体戦　ラテン　クラスA                                  

優　勝  NECﾂｷ             NEC玉川 月組      中原区                  

準優勝  ﾜｲﾜｲ              ワイワイチーム    川崎区                  

第３位  NECｶｾﾞ            NEC玉川 風組      中原区                  

第４位  NECﾊﾅ             NEC玉川 花組      中原区                  

第５位  ﾗﾍﾞﾝﾀﾞA           ラベンダーA       宮前区                  

第６位  ﾀｶﾂDC             高津ﾀﾞﾝｽｸﾗﾌﾞ      高津区                  
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  行政区対抗団体戦 スタンダード クラスB                              

優　勝  ﾀｶﾂDC             高津ﾀﾞﾝｽｸﾗﾌﾞ      高津区                  

準優勝  ﾗﾍﾞﾝﾀﾞC           ラベンダーC       宮前区                  

第３位  ｼﾝﾕﾘﾜﾝ            しんゆりﾜﾝﾜﾝﾁｰﾑ   麻生区                  

第４位  ｶﾞﾔｶﾞﾔ            ガヤガヤチーム    川崎区                  

第５位  ｼﾝﾕﾆｬﾝ            しんゆりﾆｬﾝﾆｬﾝﾁｰﾑ                 麻生区  

  行政区対抗団体戦　ラテン　クラスB                                  

優　勝  ｶﾞﾔｶﾞﾔ            ガヤガヤチーム    川崎区                  

準優勝  NECﾄﾘ             NEC玉川 鳥組      中原区                  

第３位  ｼﾝﾕﾘﾜﾝ            しんゆりﾜﾝﾜﾝﾁｰﾑ   麻生区                  

第４位  ﾗﾍﾞﾝﾀﾞB           ラベンダーB       宮前区                  

第５位  ﾗﾍﾞﾝﾀﾞC           ラベンダーC       宮前区                  

第６位  ｼﾝﾕﾆｬﾝ            しんゆりﾆｬﾝﾆｬﾝﾁｰﾑ                 麻生区  
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