
優　勝 2 工藤　洋一 高野　英子 優　勝 12 田中　秀男 長谷　玲子
準優勝 13 鈴木　恒行 鈴木　由美子 準優勝 14 高野　茂則 高野　宏子
第３位 10 岩野　千秋 久保　融子 第３位 6 矢地　竹男 中田　敬子
第４位 6 矢地　竹男 阿部　笑美子
第５位 3 磯田　一夫 田辺　紀美
第６位 8 加藤　尚二 大島　和栄

優　勝 8 加藤　尚二 阿部　笑美子 優　勝 10 岩野　千秋 久保　融子
準優勝 7 秋山　新一 中田　敬子 準優勝 14 高野　茂則 高野　宏子
第３位 6 矢地　竹男 矢地　光子 第３位 6 矢地　竹男 中田　敬子
第４位 14 高野　茂則 高野　宏子 第４位 7 秋山　新一 大島　和栄
第５位 22 鴨田　知幹 長谷川　久子 第５位 1 高田　賢治 藤木　美砂子
第６位 24 細矢　巌 宮部　啓子 第６位 5 根岸　征治 久保　直枝
第７位 23 大庭　松雄 守屋　素

優　勝 34 神馬　由紀 波多野　はつえ 優　勝 31 山重　まきお 千房　里実
準優勝 31 山重　まきお 千房　里実 準優勝 6 矢地　竹男 矢地　光子
第３位 32 福岡　靖二 伊藤　恵子 第３位 9 石井　康雄 野口　照子

第４位 33 佐々木　朝雄 折笠　節子
第５位 32 福岡　靖二 伊藤　恵子

優　勝 2 工藤　洋一 高野　英子 優　勝 43 田中　幸雄 清水　秩子
準優勝 13 鈴木　恒行 鈴木　由美子 準優勝 45 柴田　養三 丸山　玲子
第３位 3 磯田　一夫 田辺　紀美 第３位 47 大木　豊 大木洋子
第４位 41 吉岡　勝義 吉岡　信江 第４位 41 吉岡　勝義 吉岡　信江
第５位 42 河合　隆広 河合　美保 第５位 3 磯田　一夫 田辺　紀美
第６位 43 田中　幸雄 清水　秩子

優　勝 2 工藤　洋一 高野　英子 優　勝 43 田中　幸雄 清水　秩子
準優勝 13 鈴木　恒行 鈴木　由美子 準優勝 45 柴田　養三 丸山　玲子
第３位 41 吉岡　勝義 吉岡　信江 第３位 47 大木　豊 大木洋子
第４位 3 磯田　一夫 田辺　紀美 第４位 41 吉岡　勝義 吉岡　信江
第５位 42 河合　隆広 河合　美保 第５位 3 磯田　一夫 田辺　紀美
第６位 43 田中　幸雄 清水　秩子

優　勝 6 矢地　竹男 浜田　英子 優　勝 14 高野　茂則 大村　悦子
準優勝 53 日野　一慧 山田　内子 準優勝 21 牧野　英一 柏木　好子
第３位 22 鴨田　知幹 大村　悦子 第３位 53 日野　一慧 山田　内子
第４位 5 根岸　征治 久保　直枝 第４位 7 秋山　新一 住野まり子
第５位 14 高野　茂則 高野　宏子 第５位 23 大庭　松雄 守屋　素
第６位 52 山本　紘三 久保　恵子
第７位 51 角田　重久 伊藤　賀代子

優　勝 6 矢地　竹男 大島　和栄
準優勝 53 日野　一慧 山田　内子
第３位 22 鴨田　知幹 大村　悦子
第４位 5 根岸　征治 久保　直枝
第５位 52 山本　紘三 久保　恵子
第６位 51 角田　重久 伊藤　賀代子

第 １ ９ 回 南 区 ダ ン ス 大 会 結 果
南区カップ戦スタンダード 南区カップ戦ラテン

中級戦スタンダード 中級戦ラテン

単科戦ワルツ 単科戦ルンバ

単科戦タンゴ

Ｈ２８年１２月４日南スポーツセンター

初級戦スタンダード 初級戦ラテン

ねんりんピック横浜市代表選抜・ワルツ ねんりんピック横浜市代表選抜・ルンバ

ねんりんピック横浜市代表選抜。タンゴ ねんりんピック横浜市代表選抜・チャチャチャ
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