
相模原市ダンススポーツ競技大会

第5回ベーシック競技大会 
於) 相模原市立総合体育館

2007年5月12日

数年後の政令指定都市を目指して、本年3月に1市4町が合併し、誕生した新しい町の相模原市総合体育館
メインフロアにて、第5回相模原市ベーシック競技会が開催となり、主催者としては、まことに嬉しい限りです。

本大会は、御案内致しまして、470組(940名)を超える御参加を頂き、感謝しております。
この競技会は、会員の拡大を考慮した、初歩の競技選手から、上級選手を目指しているD級選手、あるいは

円熟した華麗な踊りを追及するグランドシニアB級の選手と、幅広く参加して頂きました。
日頃培われた踊りや成果が、思う存分フロアー上で発揮されたのではないかと思います。

大会の様子

選手の練習風景

■競技結果

グランドシニア Ｂ級戦 ラテン 

優　勝  原　康郎    松田　敏子  東京都府中市     383 
準優勝  柳川　武夫 柳川　光子     神奈川県大和市   167 
第３位  吉田　晃一郎   吉田　昌子   東京都多摩市     470 
第４位  鳥海　勝    鳥海　美智子   千葉県千葉DSC    469 
第５位  大野　保    大野　富美子   東京都立川市     472 

ＤＳＣＪ 6級戦 ラテン 
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ＤＳＣＪ 5級戦 ラテン 

ＤＳＣＪ ４級戦 ラテン 

優　勝  望月　治仁  山本　貴子  山梨県    376 
準優勝  篠木　晴道 宮崎　晴美     東京都大田区     410 
第３位  中村　淳    宮川　郁子  東京都目黒区     163 
第４位  森　清照    森　秀子    静岡県伊豆地区   427 
第５位  荒井　均    荒井　晴美  神奈川県座間市   166 
第６位  緑川　近夫 緑川　ヤスヨ    神奈川県鎌倉市  164 

ＤＳＣＪ 3級戦 ラテン 

ＤＳＣＪ ２級戦 ラテン 

優　勝  長嶋　史朗 小林　花代     東京都稲城市     153 
準優勝  石田　春光 石田　由美子    千葉県千葉西支部   331 
第３位  山中　丈美  山中　典子  横浜市    317 
第４位  金子　和彦  金子　照美  横浜市    319 
第５位  川口　健二 川上　征子     神奈川県藤沢市      143 
第６位  藤野　茂    藤野　春子  東京都世田谷区      151 
第７位  栗原　実    早川　栄子  東京都　立川市      150 
第８位  関口　和久 関口　泰子     神奈川県茅ケ崎市   338 

ＤＳＣＪ 1級戦 ラテン 
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ＤＳＣＪ Ｄ級戦 ラテン 

優　勝  柴田　安里 柴田　育子     神奈川県厚木市       83 
準優勝  石塚　晃    石塚　澄子  神奈川県神奈川DSC   106 
第３位  望月　覚    牧田　秀美  静岡県静岡市     177 
第４位  西尾　幸悦 浅地　明美     神奈川県神奈川DSC   171 
第５位  鈴木　英治  飯田　久美子    静岡県東部    191 
第６位  奥村　博純 渡　なり子     神奈川県神奈川DSC    95 

グランドシニア Ｂ級戦 スタンダード 

ＤＳＣＪ ６級戦 スタンダード 

優　勝  橋本　秀男 山田　みちる    神奈川県茅ヶ崎市   462 
準優勝  渡辺　隆    村上　弘子  埼玉県さいたま市    463 
第３位  古川　光悦  古川　佳子  相模原市     452 
第４位  三井　洋巳 三井　倭子     神奈川県大和市      455 
第５位  内山　勝司 内山　篤子     神奈川県湘南     204 
第６位  浅川　力也  浅川　加代子    相模原市      459 
第７位  鬼頭　眞    鬼頭　恵子  神奈川県相模原市    454 

ＤＳＣＪ 5級戦 スタンダード 

ＤＳＣＪ 4級戦 スタンダード 
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ＤＳＣＪ ３級戦 スタンダード 

優　勝  望月　治仁  山本　貴子  山梨県    376 
準優勝  松浦　正明 加藤　美保子    静岡県静岡市     375 
第３位  小林　輝明  小林　トヨ子    横浜市     369 
第４位  山本　安昌 浦田　和代     静岡県富士市     203 
第５位  田中　義明  田中　幸子  相模原市   341 
第６位  杉山　秀幸 山田　和子     静岡県三島市     380 
第７位  持田　定明  礒部　慶子  相模原市   343 

ＤＳＣＪ 2級戦 スタンダード 

ＤＳＣＪ １級戦 スタンダード 

優　勝  常盤　好夫 常盤　幸子     神奈川県藤沢市      234 
準優勝  竹内　和夫 竹内　幸江     埼玉県鶴ヶ島市      189 
第３位  古川　好生 平野　隆子     千葉県千葉中央支部    188 
第４位  大久保　進  小林　とし江    山梨県     211 
第５位  永田　良幸 市島　登美子    東京都立川市     230 
第６位  高柳　寿明 石川　としこ    東京都羽村市     235 
第７位  鈴木　英治  飯田　久美子    静岡県東部    191 
第８位  安齋　史郎 安齋　敏子     川崎市川崎区     217 

ＤＳＣＪ Ｄ級戦 スタンダード 

優　勝  佐藤　弘美  佐藤　睦美  横浜市     11 
準優勝  加藤　慎也 松本　麻衣子    神奈川県神奈川DSC   29 
第３位  立田　寛    横山　博子  神奈川県神奈川DSC    60 
第４位  柴田　安里 柴田　育子     神奈川県厚木市       83 
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第５位  松永　稔    松永　由江  神奈川県厚木市    30 
第６位  斉藤　征吾  岸　克子    東京都町田市     145 

神奈川県ダンススポーツ連盟広報部

5/5 ページ

2016/02/01


