
入 賞 者 一 覧 表 競技会コード： ２ １ ０ ９ ２ ０第２４回東京中央ブロック / 第３回港区ダンススポーツ大会

開催会場： 港区スポーツセンター 競技室１           主催者： 港区ダンススポーツ連盟                  開催日： 2021年9月23日                           

  ＪＤＳＦ Ｃ級戦 スタンダード                                           

優　勝  矢野　貴大                小川　真代                東京都(個人・

準優勝  石田　憲弘                椎名　由美子              DSC神奈川   

第３位  吉野　新一郎              吉野　久美子              埼玉県(個人・

第４位  秋山　和雄                福田　幸子                ｹｰｱｲｿｼｱﾙﾀﾞﾝｽ

第５位  小原　伸浩                窪田　弘美                ｺﾐｾﾝDSC     

第６位  佐藤　信昭                佐藤　ひで子              ｽﾃｯﾌﾟ友の会 

第７位  磯ヶ谷　光司              髙橋　千恵子              ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂﾜｾﾀ

第８位  外山　千秋                外山　幸子                DSC神奈川   

  ＪＤＳＦ Ｃ級戦 ラテン                                                 

優　勝  門間　璃生                内堀　真萌                早稲田大学舞

準優勝  矢野　貴大                小川　真代                東京都(個人・

第３位  浅野　仁文                宮原　輝美                ﾀﾞﾝｽﾍﾞｰｼｯｸｸﾗ

第４位  石川　行成                谷口　綾子                東京都(個人・

第５位  磯ヶ谷　光司              髙橋　千恵子              ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂﾜｾﾀ

第６位  古川　信俊                髙橋　由紀子              DSC神奈川   

第７位  藤川　俊一                斉藤　京子                東部地区ﾀﾞﾝｽ

  ＪＤＳＦ Ｄ級戦 スタンダード                                           

優　勝  矢野　貴大                小川　真代                東京都(個人・

準優勝  中西　洋一                大谷　真子                ﾊﾟﾜｰｽﾄﾝｸﾗﾌﾞ 

第３位  鈴川　尚毅                藤崎　敬子                ﾌｧﾐﾘｱｸﾗﾌﾞ   

第４位  松本　賢次                二瓶　弓子                ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞﾋｰﾛｰ 

第５位  野口　剛                  辻本　悦子                湘南ﾀﾞﾝｽ工房

第６位  平野　恭司                向山　恵津子              ﾀﾞﾝｽｨﾝｸﾞ ﾐﾝｸ

  ＪＤＳＦ Ｄ級戦 ラテン                                                 

優　勝  矢野　貴大                小川　真代                東京都(個人・

準優勝  石川　行成                谷口　綾子                東京都(個人・

第３位  小原　晃一                勝俣　花菜                ﾀﾞﾝｽｻｰｸﾙあゆ

第４位  谷崎　弘和                谷崎　和代                ﾁｰﾑHONDA    

第５位  中西　章                  宮内　裕子                DSC神奈川   

第６位  篠田　和彦                村田　利津子              東京都直轄  

第７位  森　幸一                  長谷川　美恵子            ｻｰｸﾙ なでし・

  ＪＤＳＦ １級戦 スタンダード                                           

優　勝  鈴木　正博                鈴木　直子                稲城ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰ

準優勝  村松　政規                村松　由美                舞ｶｯﾌﾟﾙ     

第３位  清水　次郎                伊藤　京子                ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ ﾏｲ

第４位  長澤　幸男                小泉　ツヤ子              ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂｻｰｸ

第５位  森川　裕一                森川　厚子                ﾂｲﾝｸﾙSDC    

第６位  妹尾　勲                  井上　孝子                ﾘｱﾝ         

  ＪＤＳＦ ２級戦 スタンダード                                           

優　勝  吉武　康夫                吉武　朋子                ｴﾝｼﾞｮｲﾀﾞﾝｽ ｽ

準優勝  柴田　俊男                阿部　千衣子              茨城県(個人・

第３位  桑原　弘樹                大屋　孝子                ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂｻｰｸ

第４位  宇治田　一夫              浜田　志麻子              ｼﾞｭﾝﾍﾞﾘｰ    

第５位  妹尾　勲                  井上　孝子                ﾘｱﾝ         
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入 賞 者 一 覧 表 競技会コード： ２ １ ０ ９ ２ ０第２４回東京中央ブロック / 第３回港区ダンススポーツ大会

開催会場： 港区スポーツセンター 競技室１           主催者： 港区ダンススポーツ連盟                  開催日： 2021年9月23日                           

  ＪＤＳＦ ２級戦 ラテン                                                 

優　勝  吉武　康夫                吉武　朋子                ｴﾝｼﾞｮｲﾀﾞﾝｽ ｽ

準優勝  柴田　俊男                阿部　千衣子              茨城県(個人・

第３位  桑原　弘樹                大屋　孝子                ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂｻｰｸ

第４位  宇治田　一夫              浜田　志麻子              ｼﾞｭﾝﾍﾞﾘｰ    

  ＪＤＳＦ ３級戦 スタンダード                                           

優　勝  栗原　重雄                柳澤　順子                            

準優勝  柴田　俊男                阿部　千衣子              茨城県(個人・

第３位  山路　智彦                山路　邦子                ｴﾝｼﾞｮｲﾀﾞﾝｽ ｽ

第４位  中川　拓哉                大口　香                  早坂ﾀﾞﾝｽｽﾀｼﾞ

第５位  荒井　研司                藤田　八重子              八王子ﾂｰｲﾝﾜﾝ

第６位  飯坂　武義                大桃　富子                ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂｻｰｸ

  ＪＤＳＦ ３級戦 ラテン                                                 

優　勝  中川　拓哉                大口　香                  早坂ﾀﾞﾝｽｽﾀｼﾞ

準優勝  山路　智彦                山路　邦子                ｴﾝｼﾞｮｲﾀﾞﾝｽ ｽ

準優勝  宮地　英臣                足立　康子                小金井SDA   

  シニアⅡ Ａ級戦 スタンダード                                           

優　勝  福田　雅之                土信田　由紀子            東京都直轄  

準優勝  柳　賢治                  小平　佳代                東京都(個人・

第３位  加藤　実                  張　霞                    埼玉県DSC   

第４位  伊勢田　明彦              伊勢田　和子              千葉県(個人・

第５位  古川　信俊                髙橋　由紀子              DSC神奈川   

第６位  米川　孝幸                山下　徳子                東京都DSC   

  シニアⅡ Ａ級戦 ラテン                                                 

優　勝  菊池　智明                齋藤　晶子                K&Kﾀﾞﾝｽｶﾝﾊﾟﾆ

準優勝  古川　信俊                髙橋　由紀子              DSC神奈川   

第３位  宇田川　久                河合　美津子              東京都DSC   

  シニアⅡ Ｂ級戦 スタンダード                                           

優　勝  豊貴　浩徳                小川　裕美                ﾀﾞﾝｽｻｰｸﾙ銀の

準優勝  豊田　哲郎                豊泉　恵子                FDS         

第３位  村田　命隆                村田　浩子                北区ｽﾎﾟｰﾂﾀﾞﾝ

第４位  古澤　正和                古澤　和恵                ｹｰｱｲｿｼｱﾙﾀﾞﾝｽ
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  シニアⅡ Ｂ級戦 ラテン                                                 

優　勝  谷崎　弘和                谷崎　和代                ﾁｰﾑHONDA    

準優勝  豊貴　浩徳                小川　裕美                ﾀﾞﾝｽｻｰｸﾙ銀の

第３位  清河　延宏                岡村　千恵                東京都(個人・

  港区長杯争奪 選手権 スタンダード                                       

優　勝  杉浦 朱門                 多賀谷 麻由                           

準優勝  河内　亮磨                松下　梨花子              東京都(個人・

第３位  福田　雅之                土信田　由紀子            東京都直轄  

第４位  矢野　貴大                小川　真代                東京都(個人・

第５位  井口　雅夫                松村　まさ子              JELﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ

第６位  加藤　実                  張　霞                    埼玉県DSC   

  港区長杯争奪 選手権 ラテン                                             

優　勝  岡本　真弥                佐野　愛実                東京都(個人・

準優勝  矢野　貴大                小川　真代                東京都(個人・

第３位  大津　裕司                橋爪　智寿                神奈川県(個・

第４位  吉野　新一郎              吉野　久美子              埼玉県(個人・

第５位  菊池　智明                齋藤　晶子                K&Kﾀﾞﾝｽｶﾝﾊﾟﾆ

第６位  浅野　仁文                宮原　輝美                ﾀﾞﾝｽﾍﾞｰｼｯｸｸﾗ
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