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■競技結果

藤沢市長杯ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ               

優　勝  村崎　豊          村崎　トモ子　    高津区                        7 
準優勝  浅野　長彦        辻　泰子          板橋区                        3 
第３位  真野　兼寿        霜田　あづさ      沼津市                       21 
第４位  早川　肇哉        早川　節子        平塚市                       10 
第５位  尾上　正剛        土山　加代子      秦野市                       15 
第６位  橘川　和彦        橘川　惠子        中郡二宮町                    1 
第７位  田中　通夫        田中　耀子        取手市                       16 

藤沢市長杯ﾗﾃﾝ                    

優　勝  真野　兼寿        霜田　あづさ      沼津市                       21 
準優勝  伊藤　東作        伊藤　奈津        横須賀市                     31 
第３位  尾上　正剛        土山　加代子      秦野市                       15 
第４位  鈴木　高夫        武田　なほみ      品川区                       19 
第５位  松本　修          府川　弥生        小田原市                     33 
第６位  和久井 弘         西原 亜季         平塚市                       29 
第７位  田中　通夫        田中　耀子        取手市                       16 
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湘南江ノ島杯ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ             

優　勝  髙橋　康勇        髙橋　治子        目黒区                       45 
準優勝  栗城　孝至        塚本　純子        渋谷区                       41 
第３位  宮内　正          宮内　タイ子      磯子区                       39 
第４位  長岡　幸成        長谷川　登志子    品川区                       48 
第５位  大関 光義         松谷 江里子       大田区                       25 
第６位  佐藤　博          山下　由幾子      昭島市                       23 

湘南江ノ島杯ﾗﾃﾝ                  

優　勝  興津　政明        川端　朋子        静岡市                       34 
準優勝  藤岡　直邦        藤岡　千江        川崎市幸区                   57 
第３位  佐藤　安昭        佐藤　加代子      相模原市                     49 
第４位  永井　憲三        渡辺　久子        世田谷区                     36 
第５位  阿部 吉成         阿部 千枝子       平塚市                       47 
第６位  長岡　幸成        長谷川　登志子    品川区                       48 
第７位  諸星　又春        遠藤　悦子        小田原市                     58 

上級戦ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ                   

優　勝  吉田　雅寛        佐藤　千穂子      磯子区                       35 
準優勝  古川　彰          小林　朋子        茅ヶ崎市                     70 
第３位  渡辺　徳三        渡辺　栄子        藤沢市                       51 
第４位  藤岡　直邦        藤岡　千江        川崎市幸区                   57 
第５位  相沢　繁昌        相沢　礼子        宮前区                       65 
第６位  麻生　光雄        佐藤　琇子        青葉区                       72 

上級戦ﾗﾃﾝ                        
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優　勝  古川　彰          小林　朋子        茅ヶ崎市                     70 
準優勝  永井　憲三        渡辺　久子        世田谷区                     36 
第３位  小菅　亨          小菅　元子        相模原市                     76 
第４位  諸星　又春        遠藤　悦子        小田原市                     58 
第５位  奥山　幸男        藤田　美智子      藤沢市                       55 
第６位  佐藤　健次        佐藤　克子        金沢区                       67 
第７位  宮脇 武久         横山　真利子      戸塚区                       54 
第８位  麻生　光雄        佐藤　琇子        青葉区                       72 

中級戦ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ                   

優　勝  登山 和夫         高島 隆子         港南区                       79 
準優勝  山田  清          山田  タヅル      逗子市                       83 
第３位  白川　明彦        田中　恭子                                    128 
第４位  石井 康雄         石井 澄子         港南区                       86 
第５位  荻野 高重         市原 理子         川崎区                       98 
第６位  関戸 俊明         住野 まり子       藤沢市                      100 
第７位  安達 俊男         所  昌子          稲城市                       96 

中級戦ﾗﾃﾝ                        

優　勝  高島　千恵子      朝倉　浩美        町田市                       84 
準優勝  蒲池 和明         蒲池 勝代         町田市                       87 
第３位  眞田 昭雄         眞田 文子         綾瀬市                       92 
第４位  渡辺 幸与         石井 幸子         磯子区                       56 
第５位  柏木 正俊         和田 みさ子       藤沢市                       89 
第６位  小野 春巳         山口 たか子       秦野市                       90 

初級戦ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ                   

優　勝  安達 俊男         所  昌子          稲城市                       96 
準優勝  緑川 近夫         緑川 ヤスヨ       鎌倉市                      114 
第３位  古山　正義        古山　美智子      横浜市栄区                  105 
第４位  関戸 俊明         住野 まり子       藤沢市                      100 
第５位  柏木 正俊         久川 悦子         藤沢市                      103 
第６位  野口  剛          島本 啓子         横浜市泉区                  102 
第７位  田辺　勝利        名古屋　和子      宮前区                      112 
第８位  伊藤 啓二         伊藤 篤子         小田原市                    108 
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初級戦ﾗﾃﾝ 

優　勝  中島　昭夫  大谷　寿子    横浜市泉区  99 
準優勝  緑川 近夫   緑川 ヤスヨ   鎌倉市  114 
第３位  田辺　勝利  名古屋　和子  宮前区  112 
第４位  鈴木 泰男   高沢 キヨ    平塚市  122 
第５位  伊藤 啓二   伊藤 篤子    小田原市  108 
第６位  松田 高明   川崎 サダ子   港南区  109 
第７位  関戸 俊明   住野 まり子   藤沢市  100 

藤沢市議長杯･新人戦ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 

優　勝  中原 和高  中原 澄子  金沢区  104 
準優勝  相馬 鉄弥  相馬 ムツ子  港南区  118 
第３位  秋山 禎雄  今子 袈裟世  藤沢市  125 
第４位  森 利英    森  京子  藤沢市  120 
第５位  金子 常夫  金子 恵美子  鎌倉市  124 
第６位  佐藤 勲    田久保 章子  藤沢市  126 
第７位  林  弘    林  孝子  藤沢市  119 
第８位  小泉 和正  小泉 登誉美  平塚市  127 

藤沢市議長杯･新人戦ﾗﾃﾝ 

優　勝  保科　稔    望月　比奈子  藤沢市  123 
準優勝  平井 鋼太郎  平井 優美子  藤沢市  121 
第３位  金子 常夫    金子 恵美子  鎌倉市  124 
第４位  小泉 和正    小泉 登誉美  平塚市  127 
第５位  佐藤 勲    田久保 章子  藤沢市  126 

神奈川県ダンススポーツ連盟広報部
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