
順位 背番号 順位 背番号

優　勝 1 岩野 千秋  久保 融子 優　勝 9 篠木 晴道  宮崎 晴美
準優勝 9 篠木 晴道  宮崎 晴美 準優勝 8 小林 純  南 朋子
第３位 5 矢地 竹男  大島 和栄 第３位 17 小野 智史  小野 正子
第４位 8 小林 純  南 朋子 第４位 16 高野 茂則  高野 宏子
第５位 7 石井 康雄  野口 照子 第５位 5 矢地 竹男  大島 和栄
第６位 15 小松 礼文  大野 セツ子

順位 背番号 順位 背番号

優　勝 21 大都 壯  大都 泰子 優　勝 19 笠倉 俊夫  仁科 恵子
準優勝 20 大辻 明  中本 光子 準優勝 20 大辻 明  中本 光子
第３位 23 矢内 伸和  柴橋 静子 第３位 18 小林 喜正  鈴木 由紀子
第４位 7 石井 康雄  野口 照子 第４位 24 中戸 日出雄  坂上 妙子
第４位 19 笠倉 俊夫  仁科 恵子 第５位 10 高橋 栄二  村本 真己枝
第６位 2 石井 長生  山本 功枝

順位 背番号 順位 背番号

優　勝 28 吉岡 勝義  吉岡 信江 優　勝 26 高野 茂則  中田 敬子
準優勝 23 矢内 伸和  柴橋 静子 準優勝 25 矢地 竹男  阿部 笑美子
第３位 25 矢地 竹男  阿部 笑美子 第３位 27 秋山 新一  高野 宏子
第４位 26 高野 茂則  中田 敬子 第４位 29 南斎 俊英  谷 和子
第５位 27 秋山 新一  高野 宏子 第５位 31 今里 達夫  住野 まり子
第６位 29 南斎 俊英  谷 和子

順位 背番号 順位 背番号

優　勝 8 小林 純  南 朋子 優　勝 37 鴨田 知幹  平井 知子
準優勝 32 矢地 竹男  高橋 ふみ 準優勝 8 小林 純  南 朋子
第３位 33 越村 東正  荻沼 晶子 第３位 32 矢地 竹男  高橋 ふみ
第４位 35 細矢 巌  小野 正子 第４位 36 加藤 直弘  新倉 好江
第５位 34 橋倉 勝彦  阿部 笑美子 第５位 39 中島 静江  小野 のり子

第６位 38 石井 長生  中田 敬子

順位 背番号 順位 背番号

優　勝 40 鴨田 知幹  長谷川 久子 優　勝 1 岩野 千秋  久保 融子
準優勝 47 児玉 直文  堀 美夜子 準優勝 4 秋山 新一  中田 敬子
第３位 3 根岸 征治  久保 直枝 第３位 39 中島 静江  小野 のり子
第４位 36 加藤 直弘  新倉 好江 第４位 45 矢地 竹男  浜田 英子
第４位 42 矢地 竹男  矢地 光子 第５位 40 鴨田 知幹  長谷川 久子
第６位 24 中戸 日出雄  坂上 妙子 第６位 41 沼田 和之  里崎 己信

チューリップ杯 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ チューリップ杯 ラテン
リーダー パートナー リーダー パートナー

第19回神奈川区民ダンススポーツ大会

ﾏｽﾀｰｽﾞ戦140歳ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ﾏｽﾀｰｽﾞ戦140歳ﾗﾃﾝ
リーダー パートナー リーダー パートナー

ﾏｽﾀｰｽﾞ戦130歳ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ﾏｽﾀｰｽﾞ戦130歳ﾗﾃﾝ
リーダー パートナー リーダー パートナー

上級戦　スタンダード 上級戦　ラテン
リーダー パートナー リーダー パートナー

中級戦　スタンダード 中級戦　ラテン
リーダー パートナー リーダー パートナー


