
第13回シルバーランキング戦/

第一回相模原市ベーシック競技大会

■大会風景

■シルバーランキング戦成績一覧



チャンピオン戦ラテン優勝

■県シルバーチャンピオン戦 Ｌ    

優 勝  麻生 光雄        佐藤 琇子        横浜市                        3
準優勝  谷口 靖太郎      北山 寛子        座間市                        7
第３位  吉田 三郎       牛山 靖子        横浜市                       21
第４位  古澤 俊通        古澤 富士子      東京都                        8
第５位  大島 喜六        杉田 紘江        静岡県                       20
第６位  中野 勝利        中野 けさよ      相模原市                      9



チャンピオン戦スタンダード優勝

■県シルバーチャンピオン戦 Ｓ

優 勝  谷口 靖太郎      北山 寛子        座間市                        7
準優勝  秋山 満          秋山 弘子        東京都                       16
第３位  鈴木 信行        和田 千鶴子    秦野市                       12
第４位  小島 正二        石曽根 洋子      藤沢市                       10
第５位  中野 勝利        中野 けさよ      相模原市                      9
第６位  麻生 光雄        佐藤 琇子        横浜市                        3

■県シルバー1級戦 Ｌ             



優 勝  根本 義昭        根本 則子        横浜市                       45
準優勝  中野 文二        大島 都          横浜市                       33
第３位  松沢 利昭       木下 とみ        鎌倉市                        1
第４位  隅田 雄一        隅田 幸子        藤沢市                       47
第５位  小林 三千麿      小林 光子        横浜市                       37
第６位  稲葉 勲          稲葉 紀代子      横浜市                        4

■県シルバー1級戦 Ｓ             

優 勝  前田 昭宏        前田 寿美        八王子市                     25
準優勝  逸見 宏          三宅 紀久子      横浜市                       44
第３位  山崎 繁治        山崎 勝子        相模原市                     35
第４位  吉田 三郎       牛山 靖子        横浜市                       21
第５位  池田  明        真壁 百合子      三郷市                       24
第６位  石川 勝利        石川 美津子      川崎市                       40
第７位  中野 文二        大島 都          横浜市                       33

■県シルバー２級戦 Ｌ            



優 勝  金子 稔          松代 湛子        横浜市                       65
準優勝  逸見 宏          三宅 紀久子      横浜市                       44
第３位  須藤  功        須藤 嘉寿子      相模原市                     67
第４位  内藤 誠          内藤 雪枝        座間市                       69
第５位  小林 輝明        小林 トヨ子      横浜市                       64
第６位  鈴木 忠          鈴木 英津子      川崎市                       58

■県シルバー２級戦 Ｓ            

優 勝  小林 輝明        小林 トヨ子      横浜市                       64
準優勝  根岸 庄作        寺川 松榮        相模原市                     48
第３位  三嶽 義明        橋本 滋子        逗子市                       63
第４位  岩崎 利蔵        岩崎 正江        日野市                       61
第５位  根本 義昭        根本 則子        横浜市                       45
第６位  青木 三郎        相磯 珠代        横浜市                       59
第７位  高部 保範        和田 佐智子      横浜市                       60

■県シルバー３級戦 Ｌ            



優 勝  上村 英夫        上村 徳子        横須賀市                     79
準優勝  小林 亜紀雄      八木 きみ子     横浜市                       76
第３位  木津 明治        杉山 シズ江      相模原市                     78
第４位  轟  平八郎      宮沢 豊子      立川市                       72
第５位  新田 吉博        浮津 宏子        立川市                       87
第６位  乾 一雄          乾 敬子          横浜市                       84

■県シルバー３級戦 Ｓ            

優 勝  上村 英夫        上村 徳子        横須賀市                     79
準優勝  木津 明治        杉山 シズ江      相模原市                     78
第３位  須藤  功        須藤 嘉寿子      相模原市                     67
第４位  内藤 俊彦        内藤 圭子        稲毛市                       70
第５位  小林 亜紀雄      八木 きみ子     横浜市                       76
第６位  浅川 三治        浅川 良子        相模原市                     83

■県シルバー４級戦 L             



優 勝  中川  滋        宇佐美暁子       立川市                       93
準優勝  榎本 樹男        榎本 和子        厚木市                       85
第３位  菅沼 正照        菅沼 節子        相模原市                     98
第４位  石神 公一        中谷 美津枝      相模原市                     95
第５位  草津  守        田口 英榮子      川崎市                      103
第６位  志村 孝雄       中嶋 マサエ      相模原市                    102

■県シルバー４級戦 Ｓ            

優 勝  松本 勝壽        新谷  里子      相模原市                     99
準優勝  重久 徹          門田 けい子      川崎市                       96
第３位  石神 公一        中谷 美津枝      相模原市                     95
第４位  服部 保          浅見 美智子      横浜市                       89
第５位  草津  守        吉田 美津子      川崎市                       90
第６位  中川  滋        宇佐美暁子       立川市                       93

■相模原市ベーシック競技大会成績一覧

■ＪＤＳＦ３級戦 ラテン          



優 勝  麻生 光雄        佐藤 琇子        横浜市                        3
準優勝  谷口 靖太郎      北山 寛子        座間市                        7
第３位  森 慶秋          森 里子          横浜市                      139
第４位  齊藤 勇記        菊池 華峰        横浜市                      165
第５位  福田 譲          田中 久子        横浜市                      141
第６位  宮地 静夫        宮地 八重子      大和市                      143

■ＪＤＳＦ３級戦 スタンダード    

優 勝  麻生 光雄        佐藤 琇子        横浜市                        3
準優勝  織田 哲彦        織田 純子        多摩市                      157
第３位  宇野 利昭        宇野 みどり      相模原市                    133
第４位  木村 邦明        江頭 由美子      秦野市                      113
第５位  斉藤 盛実        花澤 修子        横浜市                      135
第６位  谷口 靖太郎      北山 寛子        座間市                        7
第７位  小笠原 美博      大貫 邦子        厚木市                      118

■ＪＤＳＦ４級戦 ラテン          



優 勝  鈴木 聰明        早房 利子        静岡県                      223
準優勝  高沢 一雄        田代 澄子        東村山市                    219
第３位  織田 哲彦        織田 純子        多摩市                      157
第４位  安藤 実          二郷 久美子      千葉県                      225
第５位  中野 文二        大島 都          横浜市                       33
第６位  黒川 正男        田中 ミイ子      千葉県                      199

■ＪＤＳＦ４級戦 スタンダード    

優 勝  森 孝一          森 愛子          東京都                      173
準優勝  山田 信行        山田 恵美        川崎市                      209
第３位  室本 貞彦        桑名 由子        町田市                      203
第４位  黒川 正男        田中 ミイ子      千葉県                      199
第５位  小林 輝明        小林 トヨ子      横浜市                       64
第６位  福本 勝洋        福本 智子        多摩市                      195

■ＪＤＳＦ５級戦 ラテン          



優 勝  .清瀬 猛          清瀬 畔奈        宇都宮市                    235
準優勝 .下山田 勇        木村 静枝        大和市                      162
第３位  町田 和俊        町田 千春        東村山市                    240
第４位  佐藤 昇          岩崎 キヨ子      東京都                      163
第５位  石塚 徳行        久保 菊子        川崎市                       88
第６位  増田 勝良        渡辺 芳枝        横浜市                      236

■ＪＤＳＦ５級戦 スタンダード    

優 勝  青木 三郎        相磯 珠代        横浜市                       59
準優勝  増田 勝良        渡辺 芳枝        横浜市                      236
第３位  清瀬 猛          清瀬 畔奈        宇都宮市                    235
第４位  菅野 幸夫        菅野 和子        川崎市                      248
第５位  町田 和俊        町田 千春        東村山市                    240
第６位  内田 博久        山中 圭子        川崎市                      246
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