
入 賞 者 一 覧 表 競技会コード： １ ８ ０ ６ ０ ２ベイサイドカップ争奪第28回横浜市ダンススポーツ大会

開催会場： 横浜文化体育館                          主催者： 横浜市ダンススポーツ連盟　神奈川県ダンススポーツ連盟開催日： 平成30年6月3日                          

  ﾍﾞｲｻｲﾄﾞ杯 Ａ級戦 スタンダード                                      

優　勝  村川　明          村川　絢子        県DSC                   

準優勝  小髙　修平        井上　魅空        東京都                  

第３位  村松　樹          大杉　瑠里        静岡県                  

第４位  鈴木　康介        長須賀　淳子      県DSC                   

第５位  田中　克典        小山　美香子      東京都                  

第６位  田畑　芽吹        岩中　幸子        県DSC                   

  ﾍﾞｲｻｲﾄﾞ杯 Ａ級戦 ラテン                                            

優　勝  村松　樹          大杉　瑠里        静岡県                  

準優勝  田中　克典        小山　美香子      東京都                  

第３位  林　崇徳          林　世子          県DSC                   

第４位  柚木崎　嘉輝      武政　恵里子      藤沢市                  

第５位  田中　達志        川上　志津子      東京都                  

第６位  笹山　繁美        笹山　ミサ子      千葉県                  

  シニアⅡ Ａ級戦 スタンダード                                       

優　勝  須田　幸彦        足立　恵子        県DSC                   

準優勝  須﨑　博          横山　きよみ      東京都                  

第３位  村内　洋平        村内　智子        県DSC                   

第４位  根本　浩由        山崎　香保里      県DSC                   

第５位  板谷　裕志        鳥居　智重子      東京都                  

第６位  工藤　洋一        髙野　英子        鎌倉市                  

  シニアⅡ Ａ級戦 ラテン                                             

優　勝  柚木崎　嘉輝      武政　恵里子      藤沢市                  

準優勝  大和　正彦        太田　弘子        東京都                  

第３位  今井　夏樹        大井　かおり      協賛教室                

第４位  佐藤　裕一        目黒　昌代        東京都                  

第５位  岡本　博行        下村　敦子        県DSC                   

第６位  渡辺　一男        椎名　由美子      宮城県                  

  シニアⅡ Ｂ級戦 スタンダード                                       

優　勝  清河　延宏        西江　千恵子      東京都                  

準優勝  渡辺　高夫        渡辺　尚美        愛知県                  

第３位  西村　哲夫        西村　一枝        千葉県                  

第４位  佐々木　治        長嶋　優子        県DSC                   

第５位  山田　雅仁        大川　わかな      静岡県                  

第６位  山岸　慶治        山岸　幸子        横浜市                  

第７位  川島　徹          橋本　由美子      東京都                  

  シニアⅡ Ｂ級戦 ラテン                                             

優　勝  須﨑　博          横山　きよみ      東京都                  

準優勝  清水　繁幸        浅野　順子        東京都                  

第３位  中村　清          中村　法子        県DSC                   

第４位  升谷　江一        村瀬　弘子        川崎市                  

第５位  橋詰　茂          田中　久子        湘南                    

第６位  山本　豊          山本　光子        横浜市                  
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  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  野村　隆一        野村　康子        県DSC                   

第３位  日比野　秀彦      日比野　久美子    県DSC                   

第４位  井上　敏文        三浦　ふくみ      東京都                  

第５位  金子　和彦        金子　照美        川崎市                  

第６位  山岸　慶治        山岸　幸子        横浜市                  

第７位  北林　武治        安藤　浩子        千葉県                  

第８位  坂本　浩之        坂本　知子        茨城県                  

  シニアⅢ Ａ級戦 ラテン                                             

優　勝  坂本　浩之        坂本　知子        茨城県                  

準優勝  辻　修作          諌山　恵美子      東京都                  

第３位  林　俊男          林　妙子          東京都                  

第４位  石井　秀夫        有賀　淑子        東京都                  

第５位  三宅　博輝        上岡　美智子      鎌倉市                  

  シニアⅢ Ｂ級戦 スタンダード                                       

優　勝  加納　周一        中野　キヨ子      横浜市                  

準優勝  清水　邦夫        小野寺　啓子      東京都                  

第３位  江川　久          江川　政江        横浜市                  

第４位  湯川　龍二        佐藤　政子        県DSC                   

第５位  増本　尚文        里崎　己信        横浜市                  

第６位  神野　聡          立石　栄子        横浜市                  

  シニアⅢ Ｂ級戦 ラテン                                             

優　勝  天野　一義        伴　宏子          山梨県                  

準優勝  升谷　江一        村瀬　弘子        川崎市                  

第３位  佐々木　治        長嶋　優子        県DSC                   

第４位  吉岡　勝義        吉岡　信江        横浜市                  

第５位  佐藤　司          伊藤　和子        東京都                  

第６位  大橋　徳雄        大橋　たか子      県DSC                   

  シニアⅣ Ｂ級戦 スタンダード                                       

優　勝  工藤　洋一        髙野　英子        鎌倉市                  

準優勝  黒谷　光芳        黒谷　祥枝        北海道                  

第３位  清水　邦夫        小野寺　啓子      東京都                  

第４位  飯田　喜二郎      濱﨑　日出子      藤沢市                  

第５位  佐藤　健次        佐藤　克子        横浜市                  

第６位  奥山　晴治        神谷　芙美代      県DSC                   

第７位  百瀬　秀信        小野　百合子      湘南                    

  シニアⅣ Ｂ級戦 ラテン                                             

優　勝  丸山　隆晴        斎藤　善子        横浜市                  

準優勝  佐々木　治        長嶋　優子        県DSC                   

第３位  牧島　勲          髙野　フサ江      東京都                  

第４位  鈴木　俊夫        鈴木　恵美        湘南                    

第５位  志田　昌一        河村　操          横浜市                  

第６位  遠藤　和宏        遠藤　枝美子      東京都                  
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  ＪＤＳＦ Ｃ級戦 スタンダード                                       

優　勝  片山　亜津志      高関　雅英        東京都                  

準優勝  柏木　伸一郎      新井　麻須美      東京都                  

第３位  今井　真章        三浦　香澄        東京都                  

第４位  伊藤　晴朗        多賀　喜三江      相模原市                

第５位  中迫　和巳        中迫　利香        横浜市                  

第６位  高田　勉          久野　富美子      横浜市                  

  ＪＤＳＦ Ｃ級戦 ラテン                                             

優　勝  片山　亜津志      高関　雅英        東京都                  

準優勝  大石　実          市木　博美        県DSC                   

第３位  坂井　誠          坂井　まりこ      横浜市                  

第４位  今井　真章        三浦　香澄        東京都                  

第５位  海野　正義        海野　まち子      東京都                  

第６位  原田　信章        北田　啓子        東京都                  

第７位  越田　健一        越田　早苗        県DSC                   

  ＪＤＳＦ Ｄ級戦 スタンダード                                       

優　勝  中賀　優          南方　恵          東京都                  

準優勝  黒谷　光芳        黒谷　祥枝        北海道                  

第３位  中野　廣司        中野　美砂子      埼玉県                  

第４位  深瀬　翔吾        深瀬　京子        横浜市                  

第５位  小澤　三郎        吉沼　美樹        東京都                  

第６位  牧野　英一        森田　幹子        横浜市                  

第７位  森　友保          森　和子          東京都                  

  ＪＤＳＦ Ｄ級戦 ラテン                                             

優　勝  谷口　訓重        佐藤　美榮子      横浜市                  

準優勝  朝木　龍太郎      信田　薫子        東京都                  

第３位  けんのき　秀樹    宮脇　礼子        東京都                  

第４位  堀越　保          三箇山　靖子      川崎市                  

第５位  笹原　力男        松田　久子        横浜市                  

第６位  伊藤　修平        柳川　明子        横浜市                  

  ＪＤＳＦ １級戦 スタンダード                                       

優　勝  加賀田　勇慈      島　寿子          千葉県                  

準優勝  加藤　巳吉        加藤　ちづ子      相模                    

第３位  榊原　俊和        榊原　寿美枝      東京都                  

第４位  竹内　正親        前田　美智子      横浜市                  

第５位  古山　正明        林　富子          千葉県                  

第６位  鈴木　啓一        有澤　美和子      湘南                    

  ＪＤＳＦ １級戦 ラテン                                             

優　勝  中賀　優          南方　恵          東京都                  

準優勝  平本　博司        平本　由美子      相模                    

第３位  竹内　正親        前田　美智子      横浜市                  

第４位  浅岡　康男        浅岡　あつ子      厚木市                  

第５位  八重柏　錠冶      山下　満代        横浜市                  

第６位  東雲　隆一郎      田澤　昭子        東京都                  

第７位  小野　国夫        高橋　奈々子      横浜市                  

第８位  小野　栄光        山口　和枝        県DSC                   
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  ＪＤＳＦ ２級戦 スタンダード                                       

優　勝  細田　英史        浅沼　稀          東京都                  

準優勝  岡野　富久        菅原　美津子      県DSC                   

第３位  朝木　龍太郎      信田　薫子        東京都                  

第４位  神山　道雄        神山　康子        湘南                    

第５位  原　忠明          原　啓子          川崎市                  

第６位  千屋　芳貴        三島　ひろみ      横浜市                  

第７位  田中　美二        田中　恵子        鎌倉市                  

  ＪＤＳＦ ２級戦 ラテン                                             

優　勝  細田　英史        浅沼　稀          東京都                  

準優勝  深瀬　翔吾        深瀬　京子        横浜市                  

第３位  佐藤　和男        村井　幸子        東京都                  

第４位  南　文夫          柏木　好子        横浜市                  

第５位  原　忠明          原　啓子          川崎市                  

第６位  千屋　芳貴        三島　ひろみ      横浜市                  
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