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■ 競技成績一覧

（第１４回相模原市民ダンススポーツ競技大会）

会長杯 スタンダード （入賞者）

優 勝 百瀬 一之 浅野 久子 東京都高島台ダンスアカデミー

準優勝 麻生 光雄 佐藤 琇子 神奈川県横浜市ﾊﾟｰﾜｰｽﾄｸﾗﾌ

第３位 谷口 靖太郎 北嶋 アサ子 神奈川県さがみ野グリーンソシア

第４位 丹治 重春 丹治 美智子 相模原市日曜ＤＣ

第５位 永島 英文 川上 志津子 東京都青梅市ＳＤワールド

第６位 望月 常自 望月 由紀子 東京都スタジオあい

上級戦 スタンダード （入賞者）

優 勝 門 芳生 中野 彰子 神奈川県横浜市緑区

準優勝 望月 常自 望月 由紀子 東京都スタジオあい

第３位 荒井 巌 荒井 澄子 神奈川県横浜市ＦＤＳ

第４位 山崎 繁治 山崎 勝子 相模原市日曜ダンスサークル

第５位 中野 勝利 中野 けさよ 相模原市エイト舞研

第６位 戸川 一彦 岩下 美智子 東京都多摩市

第７位 根本 正雄 根本 玉代 相模原市タキシード会

第８位 真田 昭雄 真田 文子 神奈川県相模さがみ野グリーンソシア

中級戦 スタンダード （入賞者）

優 勝 三島 俊明 佐藤 操枝 神奈川県横浜市

準優勝 大友 伸夫 中野 君枝 神奈川県鎌倉市

第３位 白川 学 及川 和子 相模原市エイト舞研

第４位 三井 君夫 三井 綾子 神奈川県横浜芸術学院アカデミ

第５位 猪俣 成孝 高橋 多恵子 神奈川県川崎市Ｔ．Ｋウイング

第６位 島袋 政秀 島袋 妙子 東京都町田市ＤＴＳ友好会

初級戦 スタンダード （入賞者）

優 勝 重久 徹 門田 けい子 神奈川県川崎市チャームダンス

準優勝 岩崎 利蔵 岩崎 正江 東京都日野市

第３位 小林 亜紀雄 八木 喜美子 神奈川県横浜ステップ３

第４位 井上 隆市 中野 節子 相模原市

第５位 関野 正邦 関野 順子 神奈川県相模トップダンス

第６位 伊藤 晴朗 小方 敦子 相模原市
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第７位 森 茂 三宅 紀久子 神奈川県横浜金曜会

会長杯 ラテン （入賞者）

優 勝 永島 英文 川上 志津子 東京都青梅市ＳＤワールド

準優勝 谷口 靖太郎 北嶋 アサ子 神奈川県さがみ野グリーンソシア

第３位 菊池 一善 仁藤 芳 静岡県富士市

第４位 麻生 光雄 佐藤 琇子 神奈川県横浜市ﾊﾟｰﾜｰｽﾄｸﾗﾌ

第５位 小野 芳 関根 千鶴子

第６位 須藤 功 須藤 嘉壽子 相模原市エイト舞研

上級戦 ラテン （入賞者）

優 勝 高木 晃司 高木 公子 相模原市日曜ダンスサークル

準優勝 百瀬 一之 浅野 久子 東京都高島台ダンスアカデミー

第３位 丹治 重春 丹治 美智子 相模原市日曜ＤＣ

第４位 真田 昭雄 真田 文子 神奈川県相模さがみ野グリーンソシア

第５位 高山 鶴雄 山田 喜久子 相模原市ロイヤルＤＳ

中級戦 ラテン （入賞者）

優 勝 白川 学 及川 和子 相模原市エイト舞研

準優勝 三島 俊明 佐藤 操枝 神奈川県横浜市

第３位 島袋 政秀 島袋 妙子 東京都町田市ＤＴＳ友好会

第４位 大友 伸夫 中野 君枝 神奈川県鎌倉市

第５位 望月 常自 望月 由紀子 東京都スタジオあい

第６位 松岡 伸吉 田之上 絹子 相模原市フレッシュループ

初級戦 ラテン （入賞者）

優 勝 関野 正邦 関野 順子 神奈川県相模トップダンス

準優勝 井上 隆市 中野 節子 相模原市

第３位 小林 亜紀雄 八木 喜美子 神奈川県横浜ステップ３

第４位 伊藤 晴朗 小方 敦子 相模原市

第５位 木津 明治 冨田 茂子 相模原市ロイヤルＤＳ

第６位 角野 宗司 佐藤 芳子 相模原市ＳＳＤＲ
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第７位 森 茂 三宅 紀久子 神奈川県横浜金曜会
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