
入 賞 者 一 覧 表 競技会コード： １ ８ ０ ２ １ ３第４７回　相模ダンススポーツ競技大会    

開催会場： 秦野市カルチャーパーク総合体育館        主催者： 相模ダンススポーツ連盟                  開催日： 平成３０年２月２４日           

  さがみカップ Ｃ級戦 スタンダード                                   

優　勝  飯田　廣幸        飯田　照美        県DSC                   

準優勝  佐藤　暢恭        廣田　千恵子      藤沢市                  

第３位  金井　荘一        彦坂　順子        横浜市                  

第４位  西尾　幸悦        浅地　明美        県DSC                   

第５位  風間　和夫        風間　幸子        相模原市                

第６位  鈴木　直人        水井　明子        湘南                    

  さがみカップ Ｃ級戦 ラテン                                         

優　勝  大原　享          大原　美津枝      湘南                    

準優勝  深石　進          深石　廣子        湘南                    

第３位  湯川　龍二        佐藤　政子        県DSC                   

第４位  坂野　和広        藤沢　とせ        東京都                  

第５位  髙羽　和郎        髙羽　厚子        相模                    

第６位  長塚　一喜        長塚　恵子        横浜市                  

  シニアⅡ Ａ級戦 スタンダード                                       

優　勝  斉藤　利衛        石原　聡子        横浜市                  

準優勝  澤田　則好        澤田　律子        県DSC                   

第３位  藤田　喜一        藤田　弓子        県DSC                   

第４位  黒田　隆治        和田　善江        鎌倉市                  

第５位  金籠　武夫        金籠　由紀子      東京都                  

第６位  鈴木　恒行        鈴木　由美子      県DSC                   

第７位  小田　紘久        小田　道子        鎌倉市                  

  シニアⅡ Ｂ級戦 スタンダード                                       

優　勝  黒澤　明          高橋　和子        東京都                  

準優勝  栗原　孝一        藤本　登志美      県DSC                   

第３位  杉原　定男        斉藤　美千代      県DSC                   

第４位  鈴木　弥彦        鈴木　栄子        横浜市                  

第５位  髙羽　和郎        髙羽　厚子        相模                    

第６位  百瀬　秀信        小野　百合子      湘南                    

第７位  荻野　高重        平野　京子        東京都                  

  シニアⅢ Ａ級戦 スタンダード                                       

優　勝  小柳　博          原　まさ子        東京都                  

準優勝  飯塚　高夫        飯塚　和子        県DSC                   

第３位  師岡　義明        及川　たか美      東京都                  

第４位  桜井　進之助      桜井　重子        長野県                  

第５位  齋藤　文作        齋藤　寧子        厚木市                  

第６位  鈴木　弥彦        鈴木　栄子        横浜市                  

  シニアⅢ Ａ級戦 ラテン                                             

優　勝  西尾　幸悦        浅地　明美        県DSC                   

準優勝  黒澤　明          高橋　和子        東京都                  

第３位  中川　利雄        七海　洋子        横浜市                  

第４位  小野　裕志        安池　千代美      東京都                  

第５位  志田　昌一        内田　和子        横浜市                  

第６位  松永　稔          松永　由江        相模                    
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入 賞 者 一 覧 表 競技会コード： １ ８ ０ ２ １ ３第４７回　相模ダンススポーツ競技大会    

開催会場： 秦野市カルチャーパーク総合体育館        主催者： 相模ダンススポーツ連盟                  開催日： 平成３０年２月２４日           

  シニアⅢ Ｂ級戦 スタンダード                                       

優　勝  岩野　千秋        久保　融子        横浜市                  

準優勝  百瀬　秀信        小野　百合子      湘南                    

第３位  八重樫　修        伊藤　マキ子      横浜市                  

第４位  川俣　良隆        川俣　真由美      東京都                  

第５位  鳥居　信行        鳥居　光子        厚木市                  

第６位  小林　美紀        小嶋　まさ江      県DSC                   

第７位  児玉　進          星　悦子          静岡県                  

第８位  石原　茂樹        松岡　美穂子      相模                    

第９位  高橋　浩          高橋　幸子        長野県                  

  シニアⅢ Ｂ級戦 ラテン                                             

優　勝  吉沢　勇三        吉沢　雪江        東京都                  

準優勝  齋藤　文作        齋藤　寧子        厚木市                  

第３位  井山　昇          加藤　佐代子      横浜市                  

第４位  大塚　勉          三村　輝美        県DSC                   

第５位  鳥居　信行        鳥居　光子        厚木市                  

第６位  大林　忠明        大林　二三子      湘南                    

  ＪＤＳＦ Ｄ級戦 スタンダード                                       

優　勝  濱田　義一        鈴木　美也子      東京都                  

準優勝  有薗　拓也        井上　枝美子      県DSC                   

第３位  髙野　敦          髙野　佳苗        相模原市                

第４位  舘野　隆敏        小野　シズ枝      県DSC                   

第５位  但野　憲義        但野　たか子      湘南                    

第６位  大原　享          大原　美津枝      湘南                    

  ＪＤＳＦ Ｄ級戦 ラテン                                             

優　勝  有薗　拓也        井上　枝美子      県DSC                   

準優勝  小室　進          小室　愛子        相模                    

第３位  松村　吉弘        松村　しげ子      東京都                  

第４位  石川　勝利        石川　美津子      川崎市                  

第５位  中塚　厚生        中塚　恵美        湘南                    

第６位  湯澤　勝利        湯澤　順子        横浜市                  

  ＪＤＳＦ １級戦 スタンダード                                       

優　勝  川口　健二        田中　シン子      藤沢市                  

準優勝  鈴木　克比古      橘高　和          東京都                  

第３位  浅井　貞夫        浅井　さち子      川崎市                  

第４位  井田　稔堆        井田　富美子      相模                    

第５位  鈴木　啓一        有澤　美和子      湘南                    

  ＪＤＳＦ １級戦 ラテン                                             

優　勝  濱田　義一        鈴木　美也子      東京都                  

準優勝  諸橋　功          諸橋　曜子        静岡県                  

第３位  河野　善誠        河野　政子        山梨県                  

第４位  川口　健二        田中　シン子      藤沢市                  

第５位  中島　博孝        宇田川　初枝      厚木市                  

第６位  小林　治夫        榎本　宣子        湘南                    
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  ＪＤＳＦ ２級戦 スタンダード                                       

優　勝  浅岡　康男        浅岡　あつ子      厚木市                  

準優勝  齋藤　廣次        北原　ふみ子      藤沢市                  

第３位  勝股　吉隆        鷹取　アヤ子      相模原市                

第４位  伊丹　紫郎        伊丹　千恵        湘南                    

  ＪＤＳＦ ２級戦 ラテン                                             

優　勝  浅岡　康男        浅岡　あつ子      厚木市                  

準優勝  木村　角          風間　好江        横浜市                  

第３位  我妻　隆夫        我妻　日出子      藤沢市                  

第４位  齋藤　廣次        北原　ふみ子      藤沢市                  
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