
入 賞 者 一 覧 表 競技会コード： １ ９ １ ２ ０ ４2019年秋季田園都市ダンススポーツ競技大会

開催会場： 横浜市青葉スポーツセンター第１体育室    主催者： 横浜市ダンススポーツ連盟　神奈川県ダンススポーツ連盟開催日： 2019年12月1日(日)                       

  ＪＤＳＦ Ｃ級戦 スタンダード                                           

優　勝  鳥居　信行              鳥居　光子              厚木市          

準優勝  山田　秧                豊泉　恵子              横浜市          

第３位  藤原　誠                藤原　八重子            横浜市          

第４位  小林　俊介              近藤　汎子              鎌倉市          

第５位  小嶋　三千男            高橋　雪枝              横浜市          

第６位  結城　髙史              結城　明子              横浜市          

  ＪＤＳＦ Ｃ級戦 ラテン                                                 

優　勝  松村　洋輝              原田　紀和子            埼玉県          

準優勝  本間　光一              本間　亜衣              DSC神奈川       

第３位  国井　勇                国井　政美              横浜市          

第４位  山田　秧                豊泉　恵子              横浜市          

第５位  安徳　儀人              磯島　まさよ            東京都          

第６位  石原　茂樹              松岡　美穂子            相模            

第７位  相沢　繁昌              工藤　啓                横浜市          

第８位  石山　正志              石山　雪子              東京都          

  ＪＤＳＦ Ｄ級戦 スタンダード                                           

優　勝  上西　洸毅              石井　真璃              東京都          

準優勝  川口　雅也              川口　芳子              横浜市          

第３位  小室　進                小室　愛子              相模            

第４位  大矢　真次              大矢　早苗              横浜市          

第５位  髙橋　清                菊池　秀子              DSC神奈川       

第６位  伊丹　猛夫              木村　由喜子            横浜市          

  ＪＤＳＦ Ｄ級戦 ラテン                                                 

優　勝  松村　洋輝              原田　紀和子            埼玉県          

準優勝  本間　光一              本間　亜衣              DSC神奈川       

第３位  川口　雅也              川口　芳子              横浜市          

第４位  平本　博司              平本　由美子            相模            

第５位  中西　章                宮内　裕子              DSC神奈川       

第６位  間嶋　芙美雄            間嶋　洋子              川崎市          

第７位  森　靖男                青木　恭子              湘南            

  ＪＤＳＦ １級戦 スタンダード                                           

優　勝  永井　良史              永井　美香              川崎市          

準優勝  原田　守康              黒田　有香              東京都          

第３位  上村　章                徳江　のり子            横浜市          

第４位  千屋　芳貴              村木　洋子              川崎市          

第５位  本山　秀彦              安藤　泰子              藤沢市          

  ＪＤＳＦ １級戦 ラテン                                                 

優　勝  劉　超                  白石　撫子              東京都          

準優勝  折原　正明              三島　ひろみ            東京都          

第３位  千屋　芳貴              村木　洋子              川崎市          

第４位  本山　秀彦              安藤　泰子              藤沢市          

第５位  落合　晃                池田　教枝              横浜市          

第６位  辻川　兼司              甲斐　佐登子            川崎市          

第７位  上村　章                徳江　のり子            横浜市          
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  ＪＤＳＦ ２級戦 スタンダード                                           

優　勝  劉　超                  白石　撫子              東京都          

準優勝  永井　良史              永井　美香              川崎市          

第３位  栗原　隆                杉浦　弘美              横浜市          

第４位  妹尾　勲                井上　孝子              相模原市        

第５位  大澤　敬一              円子　清子              横浜市          

第６位  坂本　賢司              大澤　幸子              東京都          

  ＪＤＳＦ ２級戦 ラテン                                                 

優　勝  岡村　尚哉              岡村　政子              横浜市          

準優勝  塗　善行                海江田　眞弓            横浜市          

第３位  上村　章                徳江　のり子            横浜市          

  ＪＤＳＦ ３級戦 スタンダード                                           

優　勝  井上　祐治              吉成　悦子              横浜市          

準優勝  妹尾　勲                井上　孝子              相模原市        

第３位  岡村　尚哉              岡村　政子              横浜市          

第４位  相原　常男              相原　須美子            横浜市          

第５位  牟田　勝彦              福田　雪子              川崎市          

第６位  佐藤　啓次              田野村　嘉子            横浜市          

第７位  植野　弘                朝倉　悦子              横浜市          

  ＪＤＳＦ ３級戦 ラテン                                                 

優　勝  大矢　真次              大矢　早苗              横浜市          

準優勝  井上　祐治              吉成　悦子              横浜市          

第３位  塗　善行                海江田　眞弓            横浜市          

第４位  伊丹　猛夫              木村　由喜子            横浜市          

第５位  永井　良史              永井　美香              川崎市          

第６位  佐藤　啓次              田野村　嘉子            横浜市          

  シニアⅢ Ｂ級戦 スタンダード                                           

優　勝  澄川　利雄              市川　美知代            DSC神奈川       

準優勝  福石　隆一              福石　貞子              横浜市          

第３位  西村　謙二              西村　幸子              DSC神奈川       

第４位  澤田　秀造              橘川　邦子              横浜市          

第５位  岩波　吉雄              岩波　弘美              川崎市          

第６位  三橋　昌夫              三橋　良子              相模            

第７位  東田　真之              東田　洋子              横浜市          

第８位  鈴木　勝美              内藤　悦子              厚木市          

  シニアⅢ Ｂ級戦 ラテン                                                 

優　勝  河合　隆広              河合　美保              DSC神奈川       

準優勝  井山　昇                加藤　佐代子            横浜市          

第３位  諸伏　安男              阿久根　由美子          横浜市          

第４位  泉　邦雄                寺井　さち子            横浜市          

第５位  福石　隆一              福石　貞子              横浜市          

第６位  山田　秧                豊泉　恵子              横浜市          
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  シニアⅢ Ｃ級戦 スタンダード                                           

優　勝  原田　親                原田　祐子              横浜市          

準優勝  山田　秧                豊泉　恵子              横浜市          

第３位  物江　幸雄              物江　優子              東京都          

第４位  西上　文俊              小島　貴代子            DSC神奈川       

第５位  舘野　隆敏              小野　シズ枝            DSC神奈川       

第６位  井山　昇                加藤　佐代子            横浜市          

第７位  大掛　公夫              大掛　理恵子            横浜市          

  シニアⅢ Ｃ級戦 ラテン                                                 

優　勝  石原　茂樹              松岡　美穂子            相模            

準優勝  諸伏　安男              阿久根　由美子          横浜市          

第３位  神成　慶重              興梠　はま子            横浜市          

  シニアⅣ Ｂ級戦 スタンダード                                           

優　勝  風間　和夫              風間　幸子              相模原市        

準優勝  岩波　吉雄              岩波　弘美              川崎市          

第３位  相沢　繁昌              工藤　啓                横浜市          

第４位  東田　真之              東田　洋子              横浜市          

第５位  鷺谷　学                森安　幸子              横浜市          

第６位  大都　壮                大都　泰子              横浜市          

第７位  立花　美實              近藤　やす子            静岡県          

  シニアⅣ Ｂ級戦 ラテン                                                 

優　勝  長島　進                長田　純子              湘南            

準優勝  三橋　昌夫              三橋　良子              相模            

第３位  村社　一夫              村社　恵子              川崎市          

第４位  大久保　義一            大久保　アサ子          横浜市          
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