
入 賞 者 一 覧 表 競技会コード： １ ８ ０ １ ０ ５第16回藤沢市ダンススポーツ競技大会      

開催会場： 藤沢市秩父宮記念体育館メインアリーナ    主催者： 神奈川県ダンススポーツ連盟　藤沢市ダンススポーツ連盟開催日： 平成30年 1月14日（日曜日）     

  シニアⅡ Ａ級戦 スタンダード                                       

優　勝  正田　守          正田　美樹        県DSC                   

準優勝  長嶋　善哉        目時　玲奈        県DSC                   

第３位  廣井　幹夫        廣井　恵美子      山梨県                  

第４位  福田　隆          三ツ橋　佳子      横浜市                  

第５位  山本　正          山本　幸美        県DSC                   

第６位  蛯名　毅          石田　慶子        湘南                    

  シニアⅡ Ａ級戦 ラテン                                             

優　勝  長嶋　善哉        目時　玲奈        県DSC                   

準優勝  関口　直弘        平野　みずえ      静岡県                  

第３位  菊池　隆          小林　小波        山梨県                  

第４位  黒澤　明          高橋　和子        東京都                  

第５位  鈴木　高夫        武田　なほみ      県DSC                   

第６位  今泉　和雄        剣地　明子        相模原市                

  シニアⅢ Ａ級戦 スタンダード                                       

優　勝  根本　浩由        山崎　香保里      県DSC                   

準優勝  上総　満雄        伊奈　和子        静岡県                  

第３位  丸山　隆晴        斎藤　善子        横浜市                  

第４位  矢島　敬一        三谷　ときわ      横浜市                  

第５位  菊池　隆          小林　小波        山梨県                  

第６位  濱田　聡          竹本　弘美        県DSC                   

  シニアⅢ Ａ級戦 ラテン                                             

優　勝  長嶋　宏行        長嶋　美由紀      県DSC                   

準優勝  小宮　弘          杉山　喜美代      県DSC                   

第３位  越村　輝夫        西尾　栄子        藤沢市                  

第４位  小野　裕志        安池　千代美      東京都                  

第５位  飯田　剛          飯田　弘子        県DSC                   

第６位  松永　稔          松永　由江        相模                    

  ＪＤＳＦ Ｃ級戦 スタンダード                                       

優　勝  府川　直樹        白戸　昌子        県DSC                   

準優勝  古閑　末治        鶴岡　洋子        県DSC                   

第３位  篠木　晴道        宮崎　晴美        横浜市                  

第４位  西尾　幸悦        浅地　明美        県DSC                   

第５位  矢野　達大        吉田　恒子        横浜市                  

第６位  松澤　和彦        小澤　美千恵      相模原市                

  ＪＤＳＦ Ｃ級戦 ラテン                                             

優　勝  福田　隆          三ツ橋　佳子      横浜市                  

準優勝  阿諏訪　容之      大山　玲子        横浜市                  

第３位  山中　丈美        山中　典子        横浜市                  

第４位  今泉　修          今泉　英子        横浜市                  

第５位  大野　敏郎        大野　香代子      湘南                    

第６位  新谷　紀夫        末永　洋子        横浜市                  

　◆  競技会支援システム  【 Ver. N  ( Rev.-8.01 / 2018-01-01 ) 】 暫定版 for 《 藤沢市ダンススポーツ連盟 》



入 賞 者 一 覧 表 競技会コード： １ ８ ０ １ ０ ５第16回藤沢市ダンススポーツ競技大会      

開催会場： 藤沢市秩父宮記念体育館メインアリーナ    主催者： 神奈川県ダンススポーツ連盟　藤沢市ダンススポーツ連盟開催日： 平成30年 1月14日（日曜日）     

  ＪＤＳＦ Ｄ級戦 スタンダード                                       

優　勝  岡崎　政雄        藤田　年子        相模                    

準優勝  鈴木　忠彦        松田　兼代        横浜市                  

第３位  諸橋　功          諸橋　曜子        静岡県                  

第４位  森　靖男          青木　恭子        湘南                    

第５位  住　八洲夫        住　久子          相模                    

第６位  貞方　博之        貞方　宣子        相模原市                

  ＪＤＳＦ Ｄ級戦 ラテン                                             

優　勝  国井　勇          国井　政美        横浜市                  

準優勝  牧　一雄          三浦　恵美        鎌倉市                  

第３位  小方　嘉一郎      小方　結子        横浜市                  

第４位  高橋　信一        増井　美雪        湘南                    

第５位  御法川　孝夫      大竹　雅子        鎌倉市                  

第６位  鶴岡　洋二        松井　由美        横浜市                  

第７位  青木　伸一郎      赤木　康子        相模原市                

  ＪＤＳＦ １級戦 スタンダード                                       

優　勝  倉田　修          田坂　桂子        東京都                  

準優勝  山本　詳士        米山　勢津子      山梨県                  

第３位  五十嵐　幸治      五十嵐　峯子      川崎市                  

第４位  谷田川　武行      大澤　典子        横浜市                  

第５位  岡本　直行        佐藤　マリ子      藤沢市                  

第６位  澤田　佳男        家田　英子        湘南                    

第７位  井田　稔堆        井田　富美子      相模                    

  ＪＤＳＦ １級戦 ラテン                                             

優　勝  大川　武夫        小林　久美        藤沢市                  

準優勝  榊原　俊和        榊原　寿美枝      東京都                  

第３位  弓田　三朗        浜辺　陽子        厚木市                  

第４位  佐野　旭          佐野　フミ子      湘南                    

第５位  松本　征夫        岩崎　洋子        鎌倉市                  

第６位  桝田　圭右        上田　ヤス子      東京都                  

  ＪＤＳＦ ２級戦 スタンダード                                       

優　勝  南　文夫          柏木　好子        横浜市                  

準優勝  浅岡　康男        浅岡　あつ子      厚木市                  

第３位  山西　法一        山西　京子        千葉県                  

第４位  原　忠明          原　啓子          川崎市                  

第５位  伊丹　紫郎        伊丹　千恵        湘南                    

  ＪＤＳＦ ２級戦 ラテン                                             

優　勝  岡本　直行        佐藤　マリ子      藤沢市                  

準優勝  井田　稔堆        井田　富美子      相模                    

第３位  南　文夫          柏木　好子        横浜市                  

第４位  浅岡　康男        浅岡　あつ子      厚木市                  

第５位  日浦　裕次        日浦　佐枝子      横浜市                  

第６位  田中　繁雄        加藤　弘美        東京都                  
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