
入 賞 者 一 覧 表 競技会コード：１８１２０４第２０回横浜市民ダンススポーツ選手権    

開催会場：横浜市中スポーツセンター                主催者：横浜市ダンススポーツ連盟                開催日：平成３０年１２月１６日                  

  横浜市民DS選手権戦 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ                                        

優　勝  菊地　彪斗        魚住　千尋        協賛教室                

準優勝  渡辺　順也        渡辺　香          県DSC                   

第３位  吉田　周平        馬谷　真利亜      旭区                    

第４位  安室　博文        武田　樹          西区                    

第５位  柳沢　貴央        柳沢　真以        西区                    

第６位  柴田　佳英        亀井　千絵        西区                    

  横浜市民DS選手権戦 ﾗﾃﾝ　                                           

優　勝  大矢　健太        降旗　友希        神奈川区                

準優勝  麻生　泰弘        本山　美希        西区                    

第３位  井上　隆之        竹岡　千尋        金沢区                  

第４位  大津　裕司        橋本　優香        西区                    

第５位  湯本　明信        湯本　千鶴        西区                    

第６位  野原　惟央        岡嵜　藍          金沢区                  

第７位  木山　晶雄        都竹　祐未子      西区                    

第８位  工藤　大輝        山口　佳菜子      西区                    

第９位  山重　真記夫      上岡　史          神奈川区                

  ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権戦 120歳以上　ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ                                 

優　勝  安澤　武彦        羽鳥　八重子      港北区                  

準優勝  萩原　憲          磯野　裕貴子      栄区                    

第３位  志田　昌一        河村　操          青葉区                  

第４位  矢地　竹男        大島　和栄        栄区                    

第５位  石川　敏博        清水　文子        静岡県                  

第６位  白川　明彦        田中　恭子        旭区                    

第７位  落合　晃          池田　教枝        港北区                  

第８位  鈴木　秀作        鈴木　かをる      港南区                  

  ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権戦 130歳以上　ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ                                 

優　勝  工藤　洋一        髙野　英子        港南区                  

準優勝  萩原　憲          磯野　裕貴子      栄区                    

第３位  志田　昌一        河村　操          青葉区                  

第４位  石川　敏博        清水　文子        静岡県                  

第５位  笛木　政彦        織田　恵          東京都                  

第６位  大木　豊          大木　洋子        泉区                    

  ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権戦 130歳以上 ﾗﾃﾝ                                       

優　勝  田中　幸雄        清水　秩子        県DSC                   

準優勝  大木　豊          大木　洋子        泉区                    

第３位  麻生　幸雄        島田　節子        南区                    

第４位  篠木　晴道        宮崎　晴美                                

第５位  笛木　政彦        織田　恵          東京都                  

  ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権戦 140歳以上　ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ                                 

優　勝  杉原　定男        斉藤　美千代      県DSC                   

準優勝  鈴木　重夫        鈴木　泰子        県DSC                   

第３位  大沢　五郎        菅谷　リツエ      東京都                  

第４位  神成　慶重        興梠　はま子      緑区                    

第５位  大上　勇夫        相沢　礼子        県DSC                   

第６位  澤田　秀造        橘川　邦子        旭区                    

第７位  立野　敏昭        石井　茂美        青葉区                  
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入 賞 者 一 覧 表 競技会コード：１８１２０４第２０回横浜市民ダンススポーツ選手権    

開催会場：横浜市中スポーツセンター                主催者：横浜市ダンススポーツ連盟                開催日：平成３０年１２月１６日                  

  ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権戦 140歳以上 ﾗﾃﾝ                                       

優　勝  澤田　秀造        橘川　邦子        旭区                    

準優勝  海老根　昇        海老根　孝子      青葉区                  

第３位  藤本　勍          関原　美津子      都筑区                  

  ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権戦 150歳以上　ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ                                 

優　勝  大都　壯          大都　泰子        鶴見区                  

準優勝  東田　真之        東田　洋子        青葉区                  

第３位  伊藤　直樹        伊藤　千津子      県DSC                   

第４位  藤本　勍          関原　美津子      都筑区                  

第５位  小宮　政夫        杉山　洋子        金沢区                  

第６位  三浦　一郎        手塚　静子        港北区                  

  上級戦　ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ                                                   

優　勝  山口　義矢        鈴木　愛美        西区                    

準優勝  山内　奨太　      田中　里茉        西区                    

第３位  柘　周作          伊藤　由有果      相模原市                

第４位  笛木　政彦        織田　恵          東京都                  

第５位  鈴木　朋幸        舟木　美侑樹      西区                    

第６位  東田　真之        東田　洋子        青葉区                  

  上級戦　ラテン                                                     

優　勝  坪井　響          坪井　礼佳        西区                    

準優勝  山口　義矢        鈴木　愛美        西区                    

第３位  荒川　博雄        松浦　文江        金沢区                  

第４位  工藤　大輝        山口　佳菜子      西区                    

第５位  伊藤　信隆        石田　優          西区                    

第６位  柘　周作          柳田　志保        相模原市                

  中級戦　ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ                                                   

優　勝  河野　翔太　　    小川　真代        西区                    

準優勝  柘　周作          海老塚　尚美      相模原市                

第３位  山重　真記夫      上岡　史          神奈川区                

第４位  松村　卓郎        橋爪　智寿        西区                    

第５位  松本　義久        田中　由美子      港北区                  

第６位  ﾄｰﾏｽ ﾊﾝﾒｽ         伊藤　由有果      相模原市                

  中級戦　ラテン                                                     

優　勝  柘　周作          伊藤　由有果      相模原市                

準優勝  松村　卓郎        金田　真緒        西区                    

第３位  宇久　一輝        海老塚　尚美      相模原市                

第４位  沓沢　一夫        斉藤　洋子        都筑区                  

第５位  和田　元紀        新保　由香里      相模原市                

第６位  矢地　竹男        大島　和栄        栄区                    

第７位  ﾄｰﾏｽ ﾊﾝﾒｽ         柳田　志保        相模原市                

第８位  小松　礼文        大野　せつ子      戸塚区                  
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入 賞 者 一 覧 表 競技会コード：１８１２０４第２０回横浜市民ダンススポーツ選手権    

開催会場：横浜市中スポーツセンター                主催者：横浜市ダンススポーツ連盟                開催日：平成３０年１２月１６日                  

  初級戦　ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ                                                   

優　勝  佐藤　健人        植木　絵美子      西区                    

準優勝  柘　周作          新保　由香里      相模原市                

第３位  赤楚　弘識        米澤　麗衣        西区                    

第４位  辻鼻　喜代人      金田　真緒        西区                    

第５位  平田　光明        忽那　幸希        金沢区                  

第６位  ﾄｰﾏｽ ﾊﾝﾒｽ         伊藤　由有果      相模原市                

  初級戦　ラテン                                                     

優　勝  寺井　健太        吉田　朋未        西区                    

準優勝  河野　翔太　　    小川　真代        西区                    

第３位  辻鼻　喜代人      佐々木　かな子    西区                    

第４位  平田　光明        忽那　幸希        金沢区                  

第５位  ﾄｰﾏｽ ﾊﾝﾒｽ         海老塚　尚美      相模原市                

第６位  伊藤　由有果      柳田　志保        相模原市                

第７位  和田　元紀        新保　由香里      相模原市                

第８位  上村　章          徳江　のり子      青葉区                  

第９位  久保田　由夫      杉本　綾子        中区                    

  ねんりんピック選考戦　ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ                                     

優　勝  工藤　洋一        髙野　英子        港南区                  

準優勝  石川　敏博        清水　文子        静岡県                  

第３位  井上　一明        金谷　美津江      港南区                  

第４位  国井　勇          国井　政美        港北区                  

第５位  眞野　啓          大野　澄代        中区                    

第６位  田中　幸雄        清水　秩子        県DSC                   

第７位  藤本　勍          関原　美津子      都筑区                  

  ねんりんピック選考戦 ﾗﾃﾝ                                           

優　勝  田中　幸雄        清水　秩子        県DSC                   

準優勝  井上　一明        金谷　美津江      港南区                  

第３位  竹内　行平        竹内　秀子        栄区                    

第４位  小野　智史        小野　正子        南区                    

第５位  眞野　啓          大野　澄代        中区                    

第６位  藤本　勍          関原　美津子      都筑区                  

  ﾌﾟﾚｼﾞｭﾌﾞﾅｲﾙ戦　ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ                                            

優　勝  山下　晴之        志村　夏々可      中区                    

準優勝  若山　史穏        宮脇　寧音        東京都                  

第３位  深澤　邑菜        内川　咲花        山梨県                  

第４位  石井　健晴        浅野　凜          埼玉県                  

第５位  杉本　朱理        和田　静流        東京都                  

第６位  岸川　昊暉        多々良　祐希      埼玉県                  

  ﾌﾟﾚｼﾞｭﾌﾞﾅｲﾙ戦 ﾗﾃﾝ                                                  

優　勝  名塚　瑛太        三上　真代        東京都                  

準優勝  深澤　邑菜        内川　咲花        山梨県                  

第３位  石井　健晴        野村　天音        埼玉県                  

第４位  中尾　琴音        高浜　舞          東京都                  

第５位  若山　史穏        宮脇　寧音        東京都                  

第６位  杉本　朱理        和田　静流        東京都                  
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入 賞 者 一 覧 表 競技会コード：１８１２０４第２０回横浜市民ダンススポーツ選手権    

開催会場：横浜市中スポーツセンター                主催者：横浜市ダンススポーツ連盟                開催日：平成３０年１２月１６日                  

  ﾌﾟﾚｼﾞｭﾆｱ戦　ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ                                               

優　勝  吉田　周平        馬谷　真利亜      旭区                    

準優勝  山下　晴之        志村　夏々可      中区                    

第３位  今村　香里奈      吉田　有沙        神奈川区                

第４位  馬場　梨紗子      綿谷　晴加        保土ヶ谷区              

第５位  深澤　邑菜        内川　咲花        山梨県                  

第６位  若山　史穏        宮脇　寧音        東京都                  

第７位  石井　健晴        野村　天音        埼玉県                  

  ﾌﾟﾚｼﾞｭﾆｱ戦 ﾗﾃﾝ                                                     

優　勝  吉田　周平        馬谷　真利亜      旭区                    

準優勝  馬場　梨紗子      綿谷　晴加        保土ヶ谷区              

第３位  深澤　邑菜        内川　咲花        山梨県                  

第４位  今村　香里奈      吉田　有沙        神奈川区                

第５位  石井　健晴        浅野　凜          埼玉県                  

第６位  中尾　琴音        名塚　舞衣        東京都                  

  各区対抗戦                                                         

優　勝  西ﾚｷﾞｭﾗｰ          西区MMﾚｷﾞｭﾗｰ      西区                    

準優勝  西ﾚｼﾞｪﾝﾄﾞ         西区MMﾚｼﾞｪﾝﾄﾞ     西区                    

第３位  金沢農大ｳｴﾝｽﾞﾃﾞｰｽﾞ                金沢区ｳｴﾝｽﾞﾃﾞｰ農大ｽﾞ      

第４位  西ｲﾚｷﾞｭﾗｰ         西区MMｲﾚｷﾞｭﾗｰ     西区                    

第５位  西美女とﾍﾟｯﾄ      西区MM美女とﾍﾟｯﾄ  西区                    

第６位  青葉Ａ            青葉区Ａチーム    青葉区                  
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