
入 賞 者 一 覧 表 競技会コード： １ ９ ０ ７ ０ ７2019鹿児島県ダンススポーツフェスティバル

開催会場： 鹿児島市中央公民館                      主催者： 鹿児島県ダンススポーツ連盟              開催日： 2019年7月7日                            

  都道府県対抗選考戦　Ｗ単科                                         

優　勝  安藤　静冴              安藤　夢望              ｻﾆｰ･ｼﾞｭﾆｱ   

準優勝  矢野　悠太              矢野　心遥              ﾁｰﾑHONDA    

第３位  西　美月                上之園　悠              ｼﾞｭﾆｱDSかご・

  都道府県対抗選考戦　Ｑ単科                                         

優　勝  安藤　静冴              安藤　夢望              ｻﾆｰ･ｼﾞｭﾆｱ   

  都道府県対抗選考戦　Ｔ単科                                         

優　勝  増岡　節夫              増岡　美智子            あすなろ会Ⅱ

準優勝  神田　勝                日高　敦子              DS大隅ノクタ

第３位  久木崎　英樹            久木崎　小百合          ｾﾚﾅｰﾃﾞ ｲﾝ か

第４位  中村　辰郎              中野　久美子            ひまわりDSC 

第５位  唐鎌　悟                唐鎌　睦子              DS鹿児島倶楽

第６位  山下　善二郎            若松　君江              DS鹿児島倶楽

第７位  池山　節夫              森尾　治子              垂水DS同好会

第８位  楠田　和弘              楠田　晴美              鹿児島DCﾌﾙﾁｪ

  都道府県対抗選考戦　Ｆ単科                                         

優　勝  増岡　節夫              増岡　美智子            あすなろ会Ⅱ

準優勝  神田　勝                日高　敦子              DS大隅ノクタ

第３位  久木崎　英樹            久木崎　小百合          ｾﾚﾅｰﾃﾞ ｲﾝ か

第４位  中村　辰郎              中野　久美子            ひまわりDSC 

第５位  唐鎌　悟                唐鎌　睦子              DS鹿児島倶楽

第６位  下野　健一              寺園　京子              DS鹿児島倶楽

  都道府県対抗選考戦　Ｖｗ単科                                       

優　勝  増岡　節夫              増岡　美智子            あすなろ会Ⅱ

準優勝  神田　勝                日高　敦子              DS大隅ノクタ

第３位  久木崎　英樹            久木崎　小百合          ｾﾚﾅｰﾃﾞ ｲﾝ か

第４位  中村　辰郎              中野　久美子            ひまわりDSC 

第５位  唐鎌　悟                唐鎌　睦子              DS鹿児島倶楽

第６位  山下　善二郎            若松　君江              DS鹿児島倶楽

  都道府県対抗選考戦　Ｓ単科                                         

優　勝  安藤　静冴              安藤　夢望              ｻﾆｰ･ｼﾞｭﾆｱ   

準優勝  上之園　蓮花            水本　陽菜香            ｼﾞｭﾆｱDSかご・

第３位  西　美月                上之園　悠              ｼﾞｭﾆｱDSかご・

第４位  矢野　悠太              矢野　心遥              ﾁｰﾑHONDA    
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入 賞 者 一 覧 表 競技会コード： １ ９ ０ ７ ０ ７2019鹿児島県ダンススポーツフェスティバル

開催会場： 鹿児島市中央公民館                      主催者： 鹿児島県ダンススポーツ連盟              開催日： 2019年7月7日                            

  都道府県対抗選考戦　Ｃ単科                                         

優　勝  安藤　静冴              安藤　夢望              ｻﾆｰ･ｼﾞｭﾆｱ   

準優勝  上之園　蓮花            水本　陽菜香            ｼﾞｭﾆｱDSかご・

第３位  西　美月                上之園　悠              ｼﾞｭﾆｱDSかご・

第４位  松井　萌華              山下　恵乃              ｼﾞｭﾆｱDSかご・

第５位  矢野　悠太              矢野　心遥              ﾁｰﾑHONDA    

  都道府県対抗選考戦　Ｒ単科                                         

優　勝  中村　辰郎              中野　久美子            ひまわりDSC 

準優勝  福山　隆志              今村　克恵              ﾁｰﾑHONDA    

第３位  神田　勝                日高　敦子              DS大隅ノクタ

第４位  久木崎　英樹            久木崎　小百合          ｾﾚﾅｰﾃﾞ ｲﾝ か

第５位  唐鎌　悟                唐鎌　睦子              DS鹿児島倶楽

第６位  田中　泰山              上村　浩美              ひまわりDSC 

第７位  上野　征範              森　貴子                ｻｰｸﾙｴﾝｼﾞｮｲ  

第８位  中島　康雄              中島　あい子            ｾﾚﾅｰﾃﾞ ｲﾝ か

第９位  幸得　健一郎            堀切　朱実              鹿児島DCﾌﾙﾁｪ

  都道府県対抗選考戦　Ｐ単科                                         

優　勝  中村　辰郎              中野　久美子            ひまわりDSC 

準優勝  久木崎　英樹            久木崎　小百合          ｾﾚﾅｰﾃﾞ ｲﾝ か

第３位  神田　勝                日高　敦子              DS大隅ノクタ

第４位  唐鎌　悟                唐鎌　睦子              DS鹿児島倶楽

第５位  田中　泰山              上村　浩美              ひまわりDSC 

第６位  上野　征範              森　貴子                ｻｰｸﾙｴﾝｼﾞｮｲ  

  都道府県対抗選考戦　Ｊ単科                                         

優　勝  中村　辰郎              中野　久美子            ひまわりDSC 

準優勝  神田　勝                日高　敦子              DS大隅ノクタ

第３位  安藤　静冴              安藤　夢望              ｻﾆｰ･ｼﾞｭﾆｱ   

第４位  上野　征範              森　貴子                ｻｰｸﾙｴﾝｼﾞｮｲ  

第５位  里　俊一                小倉　とも子            ﾐﾄﾞﾙ会      
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