
入 賞 者 一 覧 表 競技会コード： １ ９ ０ ６ ０ ６ベイサイドカップ争奪　第２９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 開催日： ２０１９年６月９日（日） 

 ＪＤＳＦ Ａ級戦 スタンダード 

優　勝  大島　克博  本澤　由希絵  学連 

準優勝  高谷　大輔  高谷　珠美    県DSC 

第３位  渡辺　崇    鷹野　芙美代  川崎市 

第４位  鈴木　康介  長須賀　淳子  県DSC 

第５位  田中　哲男  田中　真由美  県DSC 

第６位  川島　俊明  川島　道子    東京都 

 ＪＤＳＦ Ａ級戦 ラテン 

優　勝  谷　茂秋  成田　奈津希  千葉県 

準優勝  金坂　修  吉沢　智美  県DSC 

第３位  吉岡　津  小石　光子  東京都 

第４位  高階　凌  井上　愛捺  北海道 

第５位  中村　能基  佐藤　香織  東京都 

第６位  福重　真智  福重　純子  東京都 

 ＪＤＳＦ Ｃ級戦 スタンダード 

優　勝  澄川　利雄    市川　美知代  県DSC 

準優勝  佐藤　義文    高木　恵子  県DSC 

第３位  原田　親    原田　祐子  横浜市 

第４位  仲重　篤    増山　恵子  協賛教室 

第５位  小嶋　三千男  高橋　雪枝  横浜市 

第６位  江口　正    藤原　恵美子  県DSC 

 ＪＤＳＦ Ｃ級戦 ラテン 

優　勝  諸伏　安男    阿久根　由美子  横浜市 

準優勝  梁　善光    梁　充子    千葉県 

第３位  福田　隆    三ツ橋　佳子    横浜市 

第４位  仲重　篤    増山　恵子    協賛教室 

第５位  古木　正文    古木　糸世    相模 

第６位  石河　健一    西田　千代子    相模 

第７位  加藤　美佐雄  浅井　孝子    相模 

 ＪＤＳＦ Ｄ級戦 スタンダード 

優　勝  平松　潔    北村　千春    東京都 

準優勝  荒井　進    荒井　典子    横浜市 

第３位  保坂　祐宏  保坂　サチ子  県DSC 

第４位  伊藤　浩輔  伊藤　美知子  横浜市 

第５位  大矢　真次  大矢　早苗    横浜市 

第６位  荒井　巌    荒井　澄子    横浜市 

第７位  新谷　紀夫  末永　洋子    横浜市 

 ＪＤＳＦ Ｄ級戦 ラテン 

優　勝  宮崎　秀雄  小方　まゆみ    県DSC 

準優勝  澤田　秀造  橘川　邦子    横浜市 

第３位  植田　武  田部井　美智子  東京都 

第４位  柴　克美  柴　ふみ子    川崎市 

第５位  瀬川　博  岡田　佳世子    横浜市 

第６位  中塚　厚生  中塚　恵美    湘南 

第７位  植崎　茂    原口　美之    埼玉県 
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 ＪＤＳＦ １級戦 スタンダード 

優　勝  三浦　一郎  手塚　静子    横浜市 

準優勝  佐々木　広  古明地　直美  横浜市 

第３位  小林　治夫  鈴木　嘉子    湘南 

第４位  松田　慶治  濱村　マチ子  横浜市 

第５位  弓田　三朗  浜辺　陽子    厚木市 

第６位  山﨑　欣也  津島　幸子    川崎市 

第７位  齋藤　廣次  齋藤　ヤエ    藤沢市 

第８位  森　五郎    森　ハルヨ    横浜市 

 ＪＤＳＦ １級戦 ラテン 

優　勝  深瀬　翔吾  深瀬　京子    横浜市 

準優勝  小林　治夫  鈴木　嘉子    湘南 

第３位  宮本　謙介  宮本　真理子  東京都 

第４位  小野　国夫  高橋　奈々子  横浜市 

第４位  弓田　三朗  浜辺　陽子    厚木市 

第６位  石田　利美  猪狩　美智子  横浜市 

第７位  南　文夫    柏木　好子    横浜市 

 ＪＤＳＦ ２級戦 スタンダード 

優　勝  川口　雅也  川口　芳子    横浜市 

準優勝  田村　利明  田村　直子    東京都 

第３位  原　忠明    原　啓子    川崎市 

第４位  長嶋　登    長嶋　富美代  埼玉県 

第５位  河戸　正彰  更谷　善子    鎌倉市 

 ＪＤＳＦ ２級戦 ラテン 

優　勝  川口　雅也  川口　芳子    横浜市 

準優勝  長嶋　登    長嶋　富美代  埼玉県 

第３位  上村　章    徳江　のり子  横浜市 

第４位  河戸　正彰  更谷　善子    鎌倉市 

 シニアⅡ Ａ級戦 スタンダード 

優　勝  村内　洋平  村内　智子  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  栗林　博  富塚　優子  東京都 

第５位  林　敏和  林　江里  埼玉県 

第６位  蛯名　毅  石田　慶子  湘南 

 シニアⅡ Ａ級戦 ラテン 

優　勝  黒澤　達也  鈴木　ひとみ  茨城県 

準優勝  岡本　博行  下村　敦子  県DSC 

第３位  安達　典生  小山　綾子  東京都 

第４位  清水　匠    清水　沙絵  県DSC 

第５位  稲垣　茂    嶋　佐代子  県DSC 

第６位  塚田　賢司  小竹　智栄子  東京都 
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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 開催日： ２０１９年６月９日（日） 

 シニアⅡ Ｂ級戦 スタンダード 

優　勝  升谷　江一  村瀬　弘子    川崎市 

準優勝  石田　武志  高橋　喜代美  静岡県 

第３位  西山　和男  加藤　久美    神奈川DSC 

第４位  国井　勇    国井　政美    横浜市 

第５位  大矢　真次  大矢　早苗    横浜市 

 シニアⅢ Ａ級戦 スタンダード 

優　勝  吉岡　勝義  吉岡　信江  横浜市 

準優勝  梁　善光    梁　充子    千葉県 

第３位  古木　正文  古木　糸世    相模 

第４位  大利　益三  大利　まさこ  千葉県 

第５位  伊藤　康方  牟田　弘子    千葉県 

第６位  越前　亨    小竹　陽子    県DSC 

 シニアⅢ Ａ級戦 ラテン 

優　勝  北村　浩介  春名　由香里  県DSC 

準優勝  櫻井　敬士  前田　郁代  横浜市 

第３位  渡辺　達久  渡辺　浩美  協賛教室 

第４位  蛯名　毅    石田　慶子  湘南 

第５位  志田　昌一  河村　操    横浜市 

第６位  山内　春雄  中島　静江  横浜市 

 シニアⅢ Ｂ級戦 スタンダード 

優　勝  五十川　渡  五十川　恭子  相模原市 

準優勝  平松　潔    北村　千春    東京都 

第３位  澄川　利雄  市川　美知代  県DSC 

第４位  広瀬　好文  広瀬　永子    横浜市 

第５位  西尾　幸悦  浅地　明美    県DSC 

第６位  西村　謙二  西村　幸子    県DSC 

第７位  中丸　明義  多田　佐和子  県DSC 

 シニアⅢ Ｂ級戦 ラテン 

優　勝  五十川　渡  五十川　恭子  相模原市 

準優勝  古木　正文  古木　糸世  相模 

第３位  根岸　行雄  田中　輝江  東京都 

第４位  外山　千秋  外山　幸子  県DSC 

第５位  植崎　茂    原口　美之  埼玉県 
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 シニアⅣ Ｂ級戦 ラテン 

優　勝  山内　春雄  中島　静江    横浜市 

準優勝  塙　和久    塙　久美子    藤沢市 

第３位  志田　昌一  河村　操    横浜市 

第４位  吉﨑　憲一  平山　順子    東京都 

第５位  桂　直之    西尾　豊子    横浜市 

第６位  菅野　欽也  菅野　香津子  湘南 
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 シニアⅣ Ｂ級戦 スタンダード 

 県DSC 

 相模 

 横浜市 

優　勝  石川　潔   

準優勝  内藤　渉   

第３位  広瀬　好文 

第４位  江川　久    横浜市 

 横浜市 第５位  福石　隆一 

第６位  沖田　英彦 

 石川　和子   

 三好　永見子 

 広瀬　永子   

 江川　政江   

 福石　貞子   

 沖田　純子    埼玉県 
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