
南区カップ戦スタンダード 南区カップ戦ラテン
優　勝 6 岩野　千秋 久保　融子 優　勝 19 田中　幸雄 清水　秩子

準優勝 19 田中　幸雄 清水　秩子 準優勝 18 後藤　良夫 菅沼　たまえ

第３位 17 大庭　松雄 大庭　友美子 第３位 14 高野　茂則 高野　宏子

第４位 3 笹原　力男 松田　久子 第４位 16 田中　秀男 長谷　玲子

第５位 10 加藤　尚二 大島　和栄 第５位 4 眞野　啓 大野　澄代

第６位 16 田中　秀男 長谷　玲子 第６位 11 矢地　竹男 高橋　ふみ

　　　　　　　中級戦スタンダード 中級戦ラテン
優　勝 11 矢地　竹男 矢地　光子 優　勝 14 高野　茂則 高野　宏子

準優勝 24 矢野　達大 吉田　恒子 準優勝 25 鴨田　知幹 大島　和栄

第３位 8 根岸　征治 長塚　ゆかり 第３位 24 矢野　達大 吉田　恒子

第４位 22 野本　幸雄 青山  富子 第４位 21 植木　博 植木　洋子

第５位 23 川嶋　正 薮下　京子 第５位 8 根岸　征治 久保　直枝

第６位 26 牛島　繁 新倉　好江 第６位 26 牛島　繁 新倉　好江

初級戦スタンダード 初級戦ラテン
優　勝 34 古川　博康 久保　恵子 優　勝 24 矢野　達大 吉田　恒子

準優勝 24 矢野　達大 吉田　恒子 準優勝 21 植木　博 植木　洋子

第３位 35 飯塚　忠孝 佐藤　桂子 第３位 11 矢地　竹男 矢地　光子

第４位 37 小林　邦夫 小林　はま子 第４位 34 古川　博康 久保　恵子

第５位 36 田口　毅彦 花井　綾子 第５位 39 斉藤　千春 菊池　博子

第６位 38 神馬　由紀 波多野　はつえ 第６位 35 飯塚　忠孝 佐藤　桂子

第７位 32 福岡　靖二 伊藤　恵子

ねんりんワルツ ねんりんルンバ
優勝 41 日比野　秀彦 日比野　久美子 優勝 47 山内　春雄 中島　静江

準優勝 48 吉岡　勝義 吉岡　信江 準優勝 18 後藤　良夫 菅沼　たまえ

第３位 42 河合　隆広 河合　美保 第３位 42 河合　隆広 河合　美保

第４位 2 小宮　政夫 杉山　洋子 第４位 46 尾崎　安則 尾崎　光子

第５位 44 林　峰之 林　暁子 第５位 44 林　峰之 林　暁子

第６位 12 高田　博　 住野　まり子

ねんりんタンゴ ねんりんチャチャチャ
優勝 41 日比野　秀彦 日比野　久美子 優勝 47 山内　春雄 中島　静江

準優勝 42 河合　隆広 河合　美保 準優勝 18 後藤　良夫 菅沼　たまえ

第３位 48 吉岡　勝義 吉岡　信江 第３位 42 河合　隆広 河合　美保

第４位 11 矢地　竹男 野口　照子 第４位 46 尾崎　安則 尾崎　光子

第５位 44 林　峰之 林　暁子 第５位 44 林　峰之 林　暁子

第６位 2 小宮　政夫 杉山　洋子

第７位 12 高田　博　 住野　まり子

単科戦・ワルツ 単科戦・ルンバ
優勝 62 石井　長生 山本　功枝 優勝 64 加藤　直弘 安西清美

準優勝 25 鴨田　知幹 野口　照子 準優勝 9 秋山　新一 中田　敬子

第３位 9 秋山　新一 阿部　笑美子 第３位 21 植木　博 植木　洋子

第４位 14 高野　茂則 高野　宏子 第４位 11 矢地　竹男 鈴木　静江

第５位 52 氷室　義雄 今村　洋子 第５位 52 氷室　義雄 今村　洋子

第６位 61 眞野　啓 守屋　素 第６位 63 青木　洋 柏木　好子

第７位 13 今里　達男 都筑　久仁子

単科戦・タンゴ
優勝 11 矢地　竹男 鈴木　静江

準優勝 62 石井　長生 山本　功枝

第３位 25 鴨田　知幹 阿部　笑美子

第４位 51 井上　清 野口　照子

第５位 61 眞野　啓 守屋　素

第６位 21 植木　博 植木　洋子

第７位 13 今里　達男 都筑　久仁子
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