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市長杯ラテン優勝
飯田　喜二郎 、濱崎　日出子組

市長杯スタンダード優勝
橘川　和彦 、橘川　惠子組



■競技結果

藤沢議長杯 スタンダード          

優　勝  飯田　喜二郎      濱崎　日出子      神奈川県                    263 
準優勝  加藤　輝雄        石島　盛子        神奈川県                    255 
第３位  小竹　敏雄        斉藤　美佐子      神奈川県                    254 
第４位  鈴木　政徳        石井　さとみ      神奈川県                      7 
第５位  森　秋義          吉川　節子        神奈川県                    262 
第６位  佐藤　勲          伴　嘉子          神奈川県                    257 
第７位  中里　澄男        長島　鈴子        神奈川県                    259 

藤沢議長杯 ラテン                

優　勝  飯田　喜二郎      濱崎　日出子      神奈川県                    263 
準優勝  佐野　和子        　関　和枝　      神奈川県                    265 
第３位  森　秋義          吉川　節子        神奈川県                    262 
第４位  中山　雅登        中山　よしの      藤沢市                      261 
第５位  渡辺　正昭        斉藤　ミヨ子      神奈川県                    266 
第６位  野谷　浩司        河合　光子        神奈川県                    260 
第７位  米澤　英生        米澤　良子        藤沢市                      264 

藤沢市長杯 スタンダード          

優　勝  橘川　和彦        橘川　惠子        神奈川DSC                     3 
準優勝  平岡　雅司        堂岸　裕子        千葉県                        8 
第３位  水野　貴公        水野　美貴子      東京DSC                      10 
第４位  飯島　哲生        上田　瞭子        東京DSC                       4 
第５位  村崎　豊          村崎　トモ子　    神奈川DSC                     6 
第６位  西　友喜          西　美恵子        東京DSC                      11 

藤沢市長杯 ラテン                
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優　勝  大友　泰二        大友　訓代        静岡県                       16 
準優勝  平岡　雅司        堂岸　裕子        千葉県                        8 
第３位  水野　貴公        水野　美貴子      東京DSC                      10 
第４位  和久井　弘        西原　亜希        神奈川DSC                    13 
第５位  西　友喜          西　美恵子        東京DSC                      11 
第６位  横山　隆          吉田　明美        羽村市                        9 

ＤＳＣＪ １級戦 スタンダード     

優　勝  西尾　幸悦        浅地　明美        神奈川DSC                    35 
準優勝  吉田　康宏        吉田　ひろ代      町田市                       45 
第３位  三沢　巳好        友松　昭子        群馬、玉村町                 64 
第４位  岸谷　圭亮        岸谷　恵子        町田市                       76 
第５位  木下　賢一        木下　操          町田市                       41 
第６位  田島　芳春        植松　喜美恵      横浜市泉区(横浜)             69 

ＤＳＣＪ １級戦 ラテン           

優　勝  三沢　巳好        友松　昭子        群馬、玉村町                 64 
準優勝  木下　重夫        木下　節子        静岡県                       87 
第３位  平井　等          平井　芳子        静岡県                       62 
第４位  照岡　英雄        照岡　しげ子      千葉県                       85 
第５位  松下　良美        足立　光子        横浜市神奈川区               12 
第６位  増田　昭          石井　三四子      川崎市多摩区                 81 
第７位  矢野　孝橘        矢野　昭子        座間市                       61 
第８位  逸見　宏          沼田　仁子        横浜市旭区                   60 

ＤＳＣＪ ２級戦 スタンダード     
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優　勝  百瀬　芳正        百瀬　みゆき      中信支部                    120 
準優勝  北川　憲一        北川　聖子        川崎市宮前区                103 
第３位  篠原　功          佐藤　カツ子      横浜市戸塚区                105 
第４位  黒田　藤雄        黒田　こま子      大和市                      101 
第５位  細井　伸三        細井　洋子        横浜市磯子区                 94 
第６位  山﨑　欣也        津島　幸子        川崎市幸区                  102 
第７位  石井　健一        田中　洋子        川崎市幸区                  108 

ＤＳＣＪ ２級戦 ラテン           

優　勝  田島　芳春        植松　喜美恵      横浜市泉区(横浜)             69 
準優勝  渡辺　達久        渡辺　浩美        大和市                      125 
第３位  鈴木　寿美男      鈴木　陽代        静岡県                      113 
第４位  楠　喜税          楠　千佳子        川崎市宮前区                124 
第５位  吉濱　勝次        荻窪　好江        横浜市瀬谷区                132 
第６位  尾崎　安則        尾崎　光子        横浜市栄区                  122 
第７位  三島　俊明        佐藤　操枝        横浜市旭区                  131 

ＤＳＣＪ ３級戦 スタンダード     

優　勝  河野　善誠        河野　政子        山梨県                      146 
準優勝  安藤　忠          杉本　陽子        静岡県                      152 
第３位  平井　鋼太郎      平井　優美子      茅ヶ崎市                    157 
第４位  鈴木　博久        石田　慶子        大和市                      175 
第５位  木下　重夫        木下　節子        静岡県                       87 
第６位  徐　英詞          徐　多美恵        大和市                      142 
第７位  門　芳生          中野　彰子        川崎市幸区                  167 
第８位  金子　稔          松代　湛子        横浜市泉区(湘南)            159 

ＤＳＣＪ ３級戦 ラテン           

優　勝  石田　忠夫        石田　壽世子      静岡県                      186 
準優勝  飯沼　義男        池田　洋子        静岡県                      177 
第３位  早生　弘          竹内　孝子        町田市                      153 
第４位  三井　君夫        三井　綾子        横浜市青葉区                158 
第５位  中嶋　良雄        伊沢　恵美子      茅ヶ崎市                     74 
第６位  三上　朝治        滝沢　真知子      横浜市旭区                  154 
第７位  安藤　忠          杉本　陽子        静岡県                      152 
第８位  渡辺　正喜        小堀　順子        安足佐、足利市              155 
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ＤＳＣＪ ４級戦 スタンダード     

優　勝  古川　恭吾        内藤　道子        品川区                      226 
準優勝  清水　修身        清水　のり        横浜市泉区(湘南)            198 
第３位  小柳　博          勝山　雅子        相模原市                    223 
第４位  杉浦　和臣        鈴木　宣子        静岡県                      185 
第５位  佐々木　幸雄      目黒　真弓        大和市                      222 
第６位  原　啓二          原　トシ子        大和市                      188 

ＤＳＣＪ ４級戦 ラテン           

優　勝  井上　一男        長田　春子        横浜市泉区(湘南)            219 
準優勝  山中　丈美        山中　典子        横浜市栄区                  172 
第３位  齋藤　廣次        渡辺　広子        神奈川県                    228 
第４位  豊田　一昭        掛川　久美子      横浜市泉区(湘南)            217 
第５位  森田　重辰        森田　昭子        横浜市保土ヶ谷区            229 
第６位  稲葉　勲          稲葉　紀代子      横浜市青葉区                121 

ＤＳＣＪ ５級戦 スタンダード     

優　勝  松本　勝壽        新谷　里子        町田市                      232 
準優勝  鈴木　政和        増田　和恵        小田原市                    231 
第３位  武部　順一        武部　喜美子      墨田区                      250 
第４位  金子　稔          橋場　シヅエ      町田市                      235 
第５位  松原　浩士        松原　由貴        江戸川区                    187 
第６位  加藤　文彦        村上　洋子        大田区                      247 

ＤＳＣＪ ５級戦 ラテン           
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優　勝  保科　稔          望月　比奈子      藤沢市                      253 
準優勝  古川　恭吾        内藤　道子        品川区                      226 
第３位  鈴木　博久        石田　慶子        大和市                      175 
第４位  田和　義久        田和　陽子        厚木市                       78 
第５位  長沢　茂          大谷　寿子        横浜市保土ヶ谷区            176 
第６位  渡邊　正一        佐藤　恵美        横浜市南区                  249 

写真アルバム(IT-Ticket.JP)

掲載写真について 

表示されている写真に紺色の枠がある写真をマウスでクリックしますと、拡大写真が表示されます。この拡大された写真を
ご自分のパソコンにダウンロードし、メディアに保存し、デジカメプリントを扱っている写真屋さんに持っていくと、Lサイズの写
真にする事が出来ます。

神奈川県ダンススポーツ連盟広報部
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