
入 賞 者 一 覧 表 競技会コード： １ ８ ０ １ １ ０第31回鎌倉市ダンススポーツ大会          

開催会場： 鎌倉体育館                              主催者： 鎌倉市ダンススポーツ連盟                開催日： 平成３０年１月２８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  須田　幸彦        足立　恵子        県DSC                   

第３位  長嶋　善哉        目時　玲奈        県DSC                   

第４位  近藤　義弘        堂城　美賀子      県DSC                   

第５位  蛯名　毅          石田　慶子        湘南                    

第６位  村野　謙造        村野　博子        県DSC                   

  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  北村　浩介        春名　由香里      県DSC                   

第３位  長嶋　宏行        長嶋　美由紀      県DSC                   

  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  根本　浩由        山崎　香保里      県DSC                   

第３位  蛯名　毅          石田　慶子        湘南                    

第４位  土師　信幸        宮崎　洋子        東京都                  

第５位  萩原　憲          磯野　裕貴子      横浜市                  

第６位  河合　隆広        河合　美保        県DSC                   

第７位  長嶋　宏行        長嶋　美由紀      県DSC                   

  シニアⅢ Ａ級戦 ラテン                                             

優　勝  田中　幸雄        清水　秩子        県DSC                   

準優勝  小宮　弘          杉山　喜美代      県DSC                   

第３位  石橋　清治        小野　早苗        県DSC                   

第４位  越村　輝夫        西尾　栄子        藤沢市                  

第５位  山中　治樹        山中　正子        東京都                  

  ＪＤＳＦ Ｃ級戦 スタンダード                                       

優　勝  飯田　廣幸        飯田　照美        県DSC                   

準優勝  松澤　和彦        小澤　美千恵      相模原市                

第３位  中武　繁信        大木　理恵        東京都                  

第４位  島貫　健明        渡辺　芳枝        横浜市                  

第５位  川名　久夫        池田　久美        東京都                  

第６位  篠木　晴道        宮崎　晴美        横浜市                  

第７位  深石　進          深石　廣子        湘南                    

第８位  長谷川　光俊      長谷川　久美子    横浜市                  

第９位  渡辺　則雄        岡本　すみれ      湘南                    

  ＪＤＳＦ Ｃ級戦 ラテン                                             

優　勝  飯田　喜二郎      濱﨑　日出子      藤沢市                  

準優勝  深石　進          深石　廣子        湘南                    

第３位  荒井　進          荒井　典子        横浜市                  

第４位  辻　古壽          辻　靖江          横浜市                  

第５位  福石　隆一        福石　貞子        横浜市                  

第６位  渡辺　則雄        岡本　すみれ      湘南                    

第７位  林　孝行          榊原　紀子        川崎市                  
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  ＪＤＳＦ Ｄ級戦 スタンダード                                       

優　勝  北村　秀勝        北村　節子        湘南                    

準優勝  大森　孝道        大森　晴江        東京都                  

第３位  設楽　忠幸        設楽　澄子        県DSC                   

第４位  進藤　奉孝        立川　政子        東京都                  

第５位  鈴木　忠彦        松田　兼代        横浜市                  

第６位  薄平　秀人        金子　恵美子      鎌倉市                  

  ＪＤＳＦ Ｄ級戦 ラテン                                             

優　勝  松田　敏彦        山田　節子        湘南                    

準優勝  御法川　孝夫      大竹　雅子        鎌倉市                  

第３位  二木　健夫        二木　通子        湘南                    

第４位  長谷川　光俊      長谷川　久美子    横浜市                  

第５位  岩間　孝康        鈴木　智恵子      横浜市                  

第６位  豊口　直行        置塩　恵美子      横浜市                  

第７位  髙橋　良司        金子　尚子        協賛教室                

第８位  佐藤　泰夫        佐藤　美也子      厚木市                  

第９位  徳永　道則        徳永　喜美子      湘南                    

　◆  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 》


