
入 賞 者 一 覧 表 競技会コード： １ ９ ０ ２ ０ ２第24回YOKOHAMA赤い靴杯ダンススポーツ大会

開催会場： 横浜市港南スポーツセンター              主催者： 横浜市ダンススポーツ連盟、神奈川ダンススポーツ連盟開催日： 2019年2月10日（日）                     

  ＪＤＳＦ Ｂ級戦 スタンダード                                       

優　勝  高谷　大輔        高谷　珠美        県DSC                   

準優勝  小野　純一        福原　弘恵        滋賀県                  

第３位  松澤　和彦        宮川　郁子        相模原市                

第４位  浦　忠昭          浦　優子          県DSC                   

第５位  稲垣　茂          嶋　佐代子        県DSC                   

第６位  石田　武志        高橋　喜代美      静岡                    

  ＪＤＳＦ Ｂ級戦 ラテン                                             

優　勝  小野　純一        福原　弘恵        滋賀県                  

準優勝  池上　洋一        別府　政子        湘南                    

第３位  小塩　隼人        小塩　知幸        県DSC                   

第４位  五十川　渡        五十川　恭子      相模原市                

第５位  津野　光昭        津野　晴子        東京都                  

第６位  石橋　清治        小野　早苗        県DSC                   

第７位  髙橋　渡          髙橋　眞紀子      相模                    

  ＪＤＳＦ Ｃ級戦 スタンダード                                       

優　勝  小杉　和弘        清水　靖子        東京都                  

準優勝  影山　雅博        福元　真里子      東京都                  

第３位  結城　髙史        結城　明子        横浜市                  

第４位  猪瀬　幸市        猪瀬　裕子        千葉県                  

第５位  石井　康雄        野口　照子        横浜市                  

第６位  山崎　浩          松本　りつ子      横浜市                  

第７位  青木　徹          青木　とし恵      湘南                    

第８位  内田　善和        内田　登美子      横浜市                  

  ＪＤＳＦ Ｃ級戦 ラテン                                             

優　勝  三田村　泰秀      志摩　佳子        横浜市                  

準優勝  柳田　実          川上　良枝        東京都                  

第３位  小林　孝雄        小林　初美        横浜市                  

第４位  有薗　拓也        草柳　啓子        県DSC                   

第５位  岡田　喜久雄      岩本　敬子        相模                    

第６位  田中　秀男        長谷　玲子        横浜市                  

  シニアⅡ Ｂ級戦 スタンダード                                       

優　勝  諏訪　譲          日高　春代        静岡県                  

準優勝  芳賀　幹夫        磯部　紀子        愛知県                  

第３位  小杉　和弘        清水　靖子        東京都                  

第４位  中丸　明義        多田　佐和子      県DSC                   

  赤い靴杯 ｼﾆｱⅢ Ａ級戦 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ                                     

優　勝  田中　克典        小山　美香子      東京都                  

準優勝  正田　守          正田　美樹        県DSC                   

第３位  結城　定春        春山　栄子        福島県                  

第４位  根本　浩由        山崎　香保里      県DSC                   

第５位  山本　豊          山本　光子        横浜市                  

第６位  石田　武志        高橋　喜代美      静岡                    
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  赤い靴杯 ｼﾆｱⅢ Ａ級戦 ラテン                                       

優　勝  田中　克典        小山　美香子      東京都                  

準優勝  北村　浩介        春名　由香里      県DSC                   

第３位  稲垣　茂          嶋　佐代子        県DSC                   

第４位  林　勇蔵          安信　まつ子      横浜市                  

第５位  吉田　雅寛        木村　洋美        県DSC                   

第６位  髙橋　渡          髙橋　眞紀子      相模                    

  シニアⅢ Ｂ級戦 スタンダード                                       

優　勝  茂木　功全        鈴木　正代        厚木市                  

準優勝  森川　正          増田　末子        東京都                  

第３位  篠木　晴道        宮崎　晴美        横浜市                  

第４位  黒河　好武        黒河　チエ子      東京都                  

第５位  田中　秀男        長谷　玲子        横浜市                  

第６位  高田　勉          久野　富美子      横浜市                  

第７位  灰田　登司海      灰田　正江        鎌倉市                  

  シニアⅣ Ａ級戦 スタンダード                                       

優　勝  結城　定春        春山　栄子        福島県                  

準優勝  河合　隆広        河合　美保        県DSC                   

第３位  荒井　進一        荒井　恵美子      千葉県                  

第４位  津野　光昭        津野　晴子        東京都                  

第５位  海野　正義        海野　まち子      東京都                  

第６位  飯田　喜二郎      濱﨑　日出子      藤沢市                  

  シニアⅣ Ｂ級戦 スタンダード                                       

優　勝  森川　正          増田　末子        東京都                  

準優勝  茂木　功全        鈴木　正代        厚木市                  

第３位  奥井　恒明        山本　美知子      川崎市                  

第４位  東田　真之        東田　洋子        横浜市                  

第５位  奥山　晴治        神谷　芙美代      県DSC                   

第６位  鈴木　博久        高村　すえ子      相模                    

  シニアⅣ Ｂ級戦 ラテン                                             

優　勝  津野　光昭        津野　晴子        東京都                  

準優勝  吉岡　勝義        吉岡　信江        横浜市                  

第３位  原島　宗雄        原島　樺津恵      東京都                  

第４位  越田　健一        越田　早苗        県DSC                   

第５位  渡辺　則雄        岡本　すみれ      湘南                    

第６位  湯川　龍二        佐藤　政子        県DSC                   

  ﾌﾟﾚｼﾞｭﾆｱ戦 スタンダード                                            

優　勝  今村　香里奈      吉田　有沙        ｼﾞｭﾆｱAC                 

準優勝  馬場　梨紗子      綿谷　晴加        ｼﾞｭﾆｱAC                 

第３位  山下　晴之        磯部　愛          ｼﾞｭﾆｱAC                 

第４位  磯部　晃太        浅野　文馨        ｼﾞｭﾆｱAC                 

第５位  中尾　琴音        名塚　舞衣        神奈川県                

第６位  名塚　瑛太        三上　真代        神奈川県                

第７位  若山　史穏        宮脇　寧音        東京都                  

第８位  打越　聖愛        加藤　向葵        茨城県                  

第９位  山下　夏野        安藤　茉俐        ｼﾞｭﾆｱAC                 
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  ﾌﾟﾚｼﾞｭﾆｱ戦　ラテン                                                 

優　勝  馬場　梨紗子      綿谷　晴加        ｼﾞｭﾆｱAC                 

準優勝  今村　香里奈      吉田　有沙        ｼﾞｭﾆｱAC                 

第３位  名塚　瑛太        三上　真代        神奈川県                

第４位  中尾　琴音        名塚　舞衣        神奈川県                

第５位  若山　史穏        宮脇　寧音        東京都                  

第６位  打越　聖愛        加藤　向葵        茨城県                  

第７位  張　幸一          曹　慧げん        神奈川県                
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