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スタンダード・ラテン両部門の上位２４位 スタンダード・ラテン両部門の上位２４位

順位 氏名 所属 順位 所属 順位 所属 順位 所属 順位 所属 順位 所属 順位 氏名 所属 順位 氏名 所属

1 菊池東一 宮城 1 宮城 1 遠藤勝男 岩手 1 小室友子 宮城 1 斉藤和義 岩手 1 伊藤慎悟 岩手 1 高橋与四郎 秋田 1 佐藤吉明 福島

1 菊池名代子 宮城 2 秋田 1 遠藤恵子 岩手 2 丹治慶幸 福島 1 小田中秀 岩手 2 古川勲 福島 1 広谷一枝 秋田 1 後藤千枝 福島

3 吉田つね子 宮城 2 秋田 3 荷方和美 宮城 2 丹治俊子 福島 3 泉山明 岩手 2 川村京子 福島 3 尾形幸雄 宮城 3 高宮大 福島

4 森田真澄 宮城 4 宮城 4 安斉修一 福島 4 山崎忠治 岩手 3 泉山利枝子 岩手 2 工藤弘子 青森 3 尾形美津江 宮城 3 高宮芳子 福島

4 和久宗男 宮城 4 宮城 4 安斉由美子 福島 4 山崎悦子 岩手 5 武山豊三      宮城 5 齋藤世和 宮城 5 遠藤勝男 岩手 5 千葉孝一朗 岩手

6 矢内志津男 福島 6 岩手 6 赤澤芙美子 福島 6 安東慎三 秋田 6 矢内志津男 福島 5 畠山優子 宮城 5 遠藤恵子 岩手 5 平井眞幸 岩手

7 若松せい子 秋田 6 岩手 7 高橋与四郎 秋田 6 高橋法子 秋田 7 今野明子 秋田 7 跡部清 宮城 7 古川誠 岩手 7 高橋由美子 岩手

7 佐藤長松 秋田 8 宮城 7 広谷一枝 秋田 8 安斉修一 福島 8 佐々木辰美 秋田 8 青柳政文      岩手 7 古川桂子 岩手 8 秋場善吉 山形

9 赤間悟 宮城 8 宮城 9 木下恵子 山形 8 安斉由美子 福島 8 竹村和子 秋田 8 小野寺葉子    岩手 9 高橋与一 山形 8 田中賽子 山形

10 笹淵美登利 宮城 10 青森 9 土屋豊次郎 山形 10 伊藤直司 宮城 10 伊藤慎悟 岩手 10 三浦憲子 秋田 9 横山淑子 山形 8 稲葉伸一 青森

10 笹淵陽 宮城 10 青森 11 高橋与一 山形 10 佐藤章子 宮城 10 松本栄子 宮城 11 佐藤良平 宮城 11 小松節子      宮城 11 丹治慶幸 福島

12 跡部清 宮城 12 福島 11 横山淑子 山形 12 赤澤芙美子 福島 12 佐々木隆 宮城 11 沼倉忠利 岩手 12 赤澤芙美子 福島 11 丹治俊子 福島

12 伊藤慎悟 岩手 13 宮城 13 清水勝美 山形 13 井戸川蓉子 宮城 12 佐々木ひとみ宮城 11 金真理子 岩手 12 和田功 宮城 11 丹春雄 福島

12 高橋由美子 岩手 13 宮城 13 清水八重子 山形 13 菅原重芳 宮城 14 赤間悟 宮城 14 和久宗男 宮城 12 和田雅美 宮城 11 矢内ヤイ子 福島

15 中道俊之 岩手 15 福島 15 古川誠 岩手 15 佐藤邦昭 山形 15 三浦朋子 秋田 14 森田真澄 宮城 15 岩間正行 宮城 15 小室友子 宮城

15 中道和子 岩手 16 秋田 15 古川桂子 岩手 15 千葉民子 岩手 16 古川勲 福島 14 鈴木長嗣 秋田 16 今野武男 秋田 15 佐藤秀雄 福島

17 斉藤世和 宮城 16 秋田 15 平塚恵美子 宮城 15 佐藤啓子 山形 16 川村京子 福島 14 尾留川圭子 秋田 17 熊地信雄 秋田 15 亀田艶子 福島

17 畠山優子 宮城 18 岩手 18 柴田欽一 青森 18 福岡勉 宮城 18 工藤弘子 青森 14 冨樫眞啓 山形 17 村上ヤエ 秋田 18 安斉修一 福島

17 今野久美子 秋田 18 岩手 18 柴田百代 青森 18 福岡輝子 宮城 19 齋藤世和 宮城 14 熊谷尚子 山形 19 佐藤秀雄 福島 18 安斉由美子 福島

17 小森博行 秋田 18 宮城 18 丹治慶幸 福島 20 酒井原繁雄 山形 19 畠山優子 宮城 14 池垣知文 岩手 19 亀田艶子 福島 20 土屋豊次郎 山形

21 佐々木祐子 宮城 18 宮城 18 丹治俊子 福島 20 酒井原恭子 山形 19 高橋リサ子 秋田 21 若松せい子 秋田 21 高橋由美子 岩手 20 木下恵子 山形

21 佐々木弘文 宮城 22 福島 22 古井昌治 宮城 22 吉田哲郎 宮城 19 石塚道子 岩手 21 玉木光博 福島 22 千葉孝一朗 岩手 20 瀬川和己 岩手

23 伊藤祐人 秋田 22 福島 22 古井かほる 宮城 22 大橋昌子 宮城 23 跡部清 宮城 21 玉木恵久子 福島 22 平井眞幸 岩手 20 谷地キヨ 岩手

23 加賀谷晴子 秋田 24 宮城 24 和田功 宮城 24 岩田ケサ子 福島 24 畠山昭夫 秋田 24 鈴木秀治 岩手 24 山岡光廣 秋田 20 坂本日出美 秋田

24 和田雅美 宮城 24 木村富子 岩手 20 坂本恵美子 秋田

24 木野政恵 青森
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1 玉木光博 玉木恵久子福島 1 古川勲 川村京子 福島 1 高橋与四郎広谷一枝 秋田 1 高宮大 高宮芳子 福島 1 佐藤功 佐藤明美 宮城 1 古川勲 川村京子 福島

2 斎藤和義 小田中秀 岩手 2 玉木光博 玉木恵久子福島 2 古川誠 古川桂子 岩手 2 跡部清 小室友子 宮城 2 玉木光博 玉木恵久子 福島 2 玉木光博 玉木恵久子福島

3 山岡光広 加賀谷晴子秋田 2 佐藤良平 青木光代 宮城 2 遠藤勝男 遠藤恵子 岩手 3 佐藤吉明 後藤千枝 福島 3 斎藤和義 小田中秀 岩手 2 武田正秀 武田美和子宮城

4 笹渕陽 笹渕美登利宮城 4 斉藤世和 畠山優子 宮城 4 和田功 和田雅美 宮城 3 千葉孝一朗 平井眞幸 岩手 4 山岡光広 加賀谷晴子 秋田 4 鈴木秀治 木村富子 岩手

5 赤間悟 平塚恵美子宮城 4 梅森和宏 梅森智子 宮城 4 高橋与一 横山淑子 山形 5 二階堂利昭 二階堂桂子福島 5 古川勲 川村京子 福島 5 佐藤長松 若松せい子秋田

6 泉山明 泉山利枝子岩手 6 矢作幸男 柴田敦子 山形 6 古井昌治 古井かほる 宮城 5 山崎忠治 山崎悦子 岩手 5 泉山明 泉山利枝子 岩手 6 鎌田昌俊 鎌田玲子 宮城

7 古川勲 川村京子 福島 6 鎌田昌俊 鎌田玲子 宮城 7 菊池光信 菊池幸子 宮城 7 千葉貢 谷地キヨ 岩手 7 市川實 市川由子 岩手 7 佐藤良平 青木光代 宮城

7 小森博行 今野久美子秋田 8 伊藤慎悟 高橋由美子岩手 8 伊藤慎悟 高橋由美子岩手 8 武田亨 武田美代子宮城 7 笹渕陽 笹渕美登利 宮城 8 村山新太郎 石山志津子山形

9 佐竹和彦 佐瀬俊子 宮城 8 佐藤長松 若松せい子秋田 8 尾形幸雄 尾形美津江宮城 9 佐々木勝男 佐々木和子宮城 9 和久宗男 森田真澄 宮城 8 斉藤世和 畠山優子 宮城

10 南條仁 南條恵子 宮城 10 笹渕陽 笹渕美登利宮城 10 土屋豊次郎木下恵子 山形 10 岡田兼佳 小野紀久子宮城 10 南條仁 南條恵子 宮城 10 鈴木孝昇 佐藤友厚 山形

11 斉藤世和 畠山優子 宮城 10 鈴木孝昇 佐藤友厚 山形 10 多田幸司 多田純子 岩手 11 小野隆 小野とし子 宮城 11 樋口一美 水野恵子 山形 11 元木運一郎 後藤宣子 山形

12 三浦耕太郎 三浦朋子 秋田 12 風穴昌弘 蛇森京子 青森 10 岩間正行 松本栄子 宮城 12 丹治慶幸 丹治俊子 福島 11 泉勝 泉和子 宮城 12 伊藤慎悟 高橋由美子岩手

13 結城定春 春山栄子 福島 13 武田正秀 武田美和子宮城 13 千葉秀一 菅原光子 岩手 12 佐藤保彦 佐藤圭子 福島 13 南館盛雄 金野有希子 宮城 13 稲葉伸一 工藤弘子 秋田

14 佐々木隆 佐々木ひとみ宮城 14 村山新太郎 石山志津子山形 14 二階堂利昭二階堂桂子福島 14 羽柴忠 木野政恵 青森 14 小幡和也 小幡仁子 山形 14 相沢文治 芦立洋子 宮城

15 伊藤慎悟 高橋由美子岩手 15 和久宗男 森田真澄 宮城 15 荷方和美 荷方桂子 宮城 15 服部勝征 服部トモ子 福島 14 岩間正行 松本栄子 宮城 15 風穴昌弘 蛇森京子 青森

16 佐藤良平 青木光代 宮城 15 跡部清 小室友子 宮城 15 千葉孝一朗平井眞幸 岩手 16 丸山益夫 栗花キヨシ 福島 16 佐藤長松 若松せい子 秋田 15 阿部計 皆川喜代子秋田

17 仲川堅悦 岩田ケサ子福島 17 佐藤吉明 後藤千枝 福島 17 高橋貢 佐藤美歌子宮城 17 伊藤裕次郎 松田洋子 宮城 17 今野武雄 今野明子 秋田 15 沼倉忠利 金　真理子 岩手

17 二田出 早坂てる江 宮城 18 中道俊之 中道和子 岩手 18 高城義広 佐藤けい子 宮城 18 松本純 金子キミ子 福島 18 小森博行 今野久美子 秋田 18 鈴木長嗣 尾留川圭子秋田

19 佐藤長松 若松せい子秋田 18 折笠正明 早川しのぶ 福島 19 小野隆 小野とし子 宮城 19 大竹　惇夫      日戸　郁子      岩手 19 三浦耕太郎 三浦朋子 秋田 18 佐藤秀雄 金子公子 福島

20 今野武雄 今野明子 秋田 20 小森博行 今野久美子秋田 20 菅原将吉 菅原道子 宮城 20 伊藤慎悟 高橋由美子岩手 19 武田正秀 武田美和子 宮城 18 矢作幸男 柴田敦子 山形

20 真川勇喜 大石真由美宮城 20 鈴木秀治 木村富子 岩手 20 柴田欽一 柴田百代 青森 20 遠藤栄 遠藤孝子 福島 19 赤間悟 平塚恵美子 宮城 21 中村松夫 仲村栄子 福島

22 荷方和美 荷方桂子 宮城 20 稲村正行 田中悦子 青森 20 跡部清 小室友子 宮城 20 稲葉伸一 工藤弘子 秋田 22 村上喜一郎 林映子 宮城 21 小野寺直 小野寺玲子岩手

23 越前亨 伊藤礼子 秋田 23 相沢文治 芦立洋子 宮城 23 藤井剛 藤井淳子 宮城 20 佐々木時雄 嶋森友子 宮城 22 小倉晴夫 小倉美樹 秋田 21 狩野盛次 安部富美子宮城

24 千葉三郎 千葉洋子 宮城 23 沼倉忠利 金　真理子 岩手 23 佐々木勝男佐々木和子宮城 24 安東慎三 高橋法子 秋田 24 高橋繁美 高橋リサ子 秋田 24 曽根善哉 佐々木光子宮城

23 鈴木長嗣 尾留川圭子秋田 24 及川喜久次 高橋富美子 宮城

年齢別戦　年間ランキング　（ダンススポーツの鉄人）年齢別戦　年間ランキング　（ダンススポーツの鉄人）年齢別戦　年間ランキング　（ダンススポーツの鉄人）年齢別戦　年間ランキング　（ダンススポーツの鉄人）

東北ブロック２００３年
ミドルシニア・ランキング

東北ブロック２００３年
グランドシニア・ランキング

東北ブロック２００４年
ミドルシニア・ランキング

氏名

東北ブロック２００６年

ス　タ　ン　ダ　ー　ド ラ　　テ　　ン

リーダー パートナー

東北ブロック２００５年
ミドルシニア・ランキング

ス　タ　ン　ダ　ー　ド
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ス　タ　ン　ダ　ー　ドラ　　テ　　ンス　タ　ン　ダ　ー　ド

パートナー

ラ　　テ　　ン

氏名

リーダー

伊藤慎悟

リーダー パートナー

氏名

グランドシニア・ランキング
東北ブロック２００５年

ラ　　テ　　ン

氏名

リーダー パートナー

ラ　　テ　　ン

東北ブロック２００４年
グランドシニア・ランキング

畠山優子

ス　タ　ン　ダ　ー　ド

ミドルシニア・ランキング

ラ　　テ　　ンス　タ　ン　ダ　ー　ド

ラ　　テ　　ン

氏名

ス　タ　ン　ダ　ー　ド

高橋由美子

狩野盛次

阿部富子

跡部清

佐藤長松

若松せい子

斉藤世和

近江洋一

近江久美子

矢内志津男

和久宗男

森田真澄

仲川堅悦

佐藤秀雄

亀田艶子

松田祥子

鈴木長嗣

尾留川圭子

中道俊之

中道和子

菊地健司

佐藤良平

ＪＤＳＦ東北ブロックでは２００３年からミドルシニア（４５歳以上）とグランドシニア（５５歳以上）の年間ブロックラン
キングを実施しています。２００４まではランキング対象競技会の出場の結果の上位３大会合計の成績による得
点により、個人ごとに順位が決定されました。２００５年からは出場部門ごとカップルを対象に、上位３大会合計の
成績による得点により順位を決定しています。上位２４位の方は競技会出場回数も多い、ダンスが大好きな、まさ
に「ダンススポーツの鉄人」にふさわしい方々です。上位６位までの方々はブロック選手権大会にて表彰されます。
なお、２００８年からブロック大会が最高点８０点に、他の大会は最高点７０点になります。
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順位 リーダー 所属 順位 所属 順位 所属 順位 所属 順位 パートナー 所属 順位 リーダー 所属

1 多田幸司 多田純子 岩手 1 佐藤吉明 後藤千枝 福島 1 斎藤和義 小田中秀 岩手 1 古川勲 川村京子 福島 1 多田純子 岩手 1 武田正秀 武田美和子宮城

2 岩間正行 松本栄子 宮城 2 伊藤慎悟 高橋由美子岩手 2 山岡光広 加賀谷晴子秋田 2 佐藤長松 若松せい子秋田 1 松本栄子 宮城 1 伊藤慎悟 高橋由美子岩手

2 服部国彦 服部由紀子青森 3 佐々木時雄 嶋森友子 宮城 3 岩間正行 松本栄子 宮城 3 玉木光博 玉木恵久子福島 3 広谷一枝 秋田 1 氏家健治 氏家明子 福島

4 伊藤正則 伊藤悦子 岩手 4 千葉孝一朗 平井眞幸 岩手 4 樋口一美 水野恵子 山形 4 矢作幸男 柴田敦子 山形 4 森田真澄 宮城 1 佐藤吉明 後藤千枝 福島

5 伊藤慎悟 高橋由美子岩手 4 山田正 遠藤節子 宮城 5 古川勲 川村京子 福島 4 鈴木秀治 木村富子 岩手 5 平塚恵美子 宮城 5 和久宗男 森田真澄 宮城

6 古井昌治 古井かほる 宮城 6 高宮大 高宮芳子 福島 6 玉木光博 玉木恵久子福島 4 長谷川好昭 佐藤栄子 福島 5 服部由紀子 青森 6 千葉孝一朗平井眞幸 岩手

7 和田功 和田雅美 宮城 7 丹治慶幸 丹治俊子 福島 7 泉山明 泉山利枝子岩手 7 大竹　惇夫      日戸　郁子      岩手 5 菅原光子 岩手 7 山田正 遠藤節子 宮城

8 柴田欽一 柴田百代 青森 7 跡部清 小室友子 宮城 8 和久宗男 森田真澄 宮城 8 折笠正明 早川しのぶ 福島 8 高橋由美子 岩手 7 高宮大 高宮芳子 福島

9 古川誠 古川桂子 岩手 9 瀬川和己 伊藤妙子 岩手 9 市川實 市川由子 岩手 8 村山新太郎 石山志津子山形 8 伊藤悦子 岩手 9 跡部清 小室友子 宮城

10 佐々木弘行 佐々木優子宮城 10 二階堂利昭 二階堂桂子福島 9 柴田敦子 山形 10 跡部清 小室友子 宮城 10 平井眞幸 岩手 10 佐々木勝男佐々木和子宮城

11 熊地信雄 村上ヤエ 秋田 11 羽柴忠 木野政恵 青森 11 高橋繁美 高橋リサ子 秋田 11 鈴木孝昇 佐藤友厚 山形 11 氏家明子 福島 11 羽柴忠 木野政恵 青森

11 佐々木時雄 嶋森友子 宮城 12 伊藤裕次郎 松田洋子 宮城 12 若松せい子 秋田 12 齋藤世和 畠山優子 宮城 12 古井かほる 宮城 11 瀬川和己 谷地キヨ 岩手

13 高橋与一 横山淑子 山形 13 稲葉伸一 工藤弘子 秋田 13 青森 13 沼倉忠利 金　真理子 岩手 13 福盛田サ子 岩手 13 二階堂利昭二階堂桂子福島

14 尾形幸雄 尾形美津江宮城 14 大竹　惇夫      日戸　郁子      岩手 14 宮城 13 中嶋勉 渡辺理恵 宮城 14 和田雅美 宮城 14 大竹　惇夫      日戸　郁子      岩手

15 千葉孝一朗 平井眞幸 岩手 15 伊藤直司 佐藤章子 宮城 15 宮城 15 武田正秀 武田美和子宮城 15 安部セツ子 岩手 15 伊藤裕次郎松田洋子 宮城

16 菅原将吉 菅原道子 宮城源 16 岡田兼佳 小野紀久子宮城 16 福島 15 佐竹和彦 佐瀬俊子 宮城 16 武田美和子 宮城 16 安東慎三 高橋法子 秋田

17 荷方和美 荷方桂子 宮城 17 安東慎三 高橋法子 秋田 17 福島 15 児玉純 大竹タカ子 福島 17 横山淑子 山形 17 広田照美 高橋千恵子岩手

18 佐藤健 平沢由紀 岩手 18 佐々木勝男 佐々木和子宮城 17 福島 15 狩野盛次 安部登美子宮城 18 村上ヤエ 秋田 18 山崎忠治 山崎悦子 岩手

19 山田正 遠藤節子 宮城 19 渡邉由夫 渡邉ふみえ福島 19 秋田 19 高田茂 滝浦ケイ子 岩手 19 二階堂桂子 福島 19 菊地健司 菅原洋子 宮城

20 斎藤啓一 斎藤頼子 山形 20 梅室邦男 小松節子 宮城 20 宮城 19 笹原清彦 笹原富美子山形 20 西條益子 宮城 19 佐藤堯 高橋節子 宮城

21 稲葉伸一 工藤弘子 秋田 21 斎藤啓一 斎藤頼子 山形 21 山形 21 鎌田昌俊 鎌田玲子 宮城 21 菅原道子 宮城源 21 小幡孝男 木須節子 宮城

22 加賀吉男 加賀洋子 秋田 21 近江洋一 近江久美子青森 21 福島 21 稲葉伸一 工藤弘子 秋田 22 古川桂子 岩手 21 岡田兼佳 小野紀久子宮城

23 小野隆 小野とし子 宮城 21 阿部国晴 多勢美知代宮城 21 宮城 21 鈴木長嗣 尾留川圭子秋田 23 佐々木和子 宮城 23 安斉修一 福島

24 西條昌三 西條益子 宮城 24 山崎忠治 山崎悦子 岩手 24 宮城 21 小幡孝男 宮城 24 菊池幸子 宮城 23 斎藤啓一 山形

24 曽根善哉 佐々木光子宮城 24 宮城 25 青木光代 宮城

24 山田壽明 山田キヨ 青森 25 元木運一郎 山形

24 遠藤政範 藤原重子 岩手 25 木附沢茂美 岩手

24 佐藤保彦 佐藤圭子 福島 25 岡芳正 宮城

スタンダード・ラテン両部門の上位２４位 スタンダード・ラテン両部門の上位２４位

順位 リーダー 所属 順位 所属 順位 所属 順位 所属

1 玉木光博 玉木恵久子福島 1 相沢文治 芦立洋子 宮城 1 赤間悟 平塚恵美子宮城 1 佐藤吉明 後藤千枝 福島

2 山岡光広 加賀谷晴子秋田 1 長谷川好昭 佐藤栄子 福島 2 岩間正行 松本栄子 宮城 2 伊藤慎悟 高橋由美子岩手

3 岩間正行 松本栄子 宮城 3 古川勲 川村京子 福島 3 山岡光広 加賀谷晴子秋田 2 結城定春 春山栄子 福島

4 古川勲 川村京子 福島 4 武田正秀 武田美和子宮城 4 結城定春 春山栄子 福島 2 武田正秀 武田美和子宮城

5 高橋昌志 高橋渉子 宮城 4 玉木光博 玉木恵久子福島 5 伊藤正則 伊藤悦子 岩手 5 和久宗男 森田真澄 宮城

5 千葉三郎 千葉洋子 宮城 4 村山新太郎 石山志津子山形 6 武田正秀 武田美和子宮城 5 千葉孝一朗 平井眞幸 岩手

7 樋口一美 水野恵子 山形 7 佐藤長松 若松せい子秋田 7 樋口一美 水野恵子 山形 5 渡邉由夫 渡邉ふみえ福島

8 笹渕陽 笹渕美登利宮城 8 跡部清 小室友子 宮城 8 和久宗男 森田真澄 宮城 8 跡部清 小室友子 宮城

9 武田正秀 武田美和子宮城 8 鈴木秀治 木村富子 岩手 9 伊藤慎悟 高橋由美子岩手 9 二階堂利昭 二階堂桂子福島

10 泉勝 泉和子 宮城 10 佐藤吉明 後藤千枝 福島 9 佐々木弘行佐々木優子宮城 10 羽柴忠 木野政恵 青森

10 長谷川好昭 佐藤栄子 福島 11 鈴木孝昇 佐藤友厚 山形 11 多田幸司 多田純子 岩手 11 佐藤良平 青木光代 宮城

12 泉山明 泉山利枝子岩手 11 鈴木長嗣 尾留川圭子秋田 12 千葉孝一朗平井眞幸 岩手 12 阿部国晴 多勢美知代宮城

13 佐藤長松 若松せい子秋田 13 阿部勝 外川啓子 青森 13 柴田欽一 柴田百代 青森 13 大竹惇夫 日戸郁子   岩手

14 結城定春 春山栄子 福島 14 三津谷博光 大水てい子青森 14 三浦耕太郎三浦朋子 秋田 13 斎藤啓一 斎藤頼子 山形

15 高木成年 高橋美江 福島 14 吉村敏文 工藤邦子 青森 15 相原純一 曽根洋子 宮城 13 高橋直 高橋洋子 岩手

16 矢作幸男 柴田敦子 山形 16 折笠正明 早川しのぶ 福島 16 和田功 和田雅美 宮城 16 小幡孝男 木須節子 宮城

16 二田出 早坂てる江 宮城 16 横田幹郎 横田哲子 福島 17 佐竹和彦 佐瀬俊子 宮城 17 山田正 遠藤節子 宮城

18 高橋繁美 高橋リサ子 秋田 16 梅森和宏 梅森智子 宮城 17 荷方和美 荷方桂子 宮城 18 伊藤裕次郎 松田洋子 宮城

18 服部国彦 服部由紀子青森 19 矢作幸男 柴田敦子 山形 19 安斉修一 安斉由美子福島 19 高宮大 高宮芳子 福島

20 赤間悟 平塚恵美子宮城 19 鎌田昌俊 鎌田玲子 宮城 20 佐々木勝男佐々木和子宮城 19 佐竹和彦 佐瀬俊子 宮城

21 折笠正明 早川しのぶ 福島 21 結城定春 春山栄子 福島 21 高橋与一 横山淑子 山形 21 山崎忠治 山崎悦子 秋田

21 吉田健 類家ひめ子青森 21 高木成年 高橋美江 福島 21 南條仁 南條恵子 宮城 22 菊地健司 菅原洋子 宮城

21 佐藤雅彦 佐藤陽子 秋田 23 大竹惇夫 日戸郁子      岩手 21 渡邉由夫 渡邉ふみえ 福島 23 佐藤秀夫 佐藤てい子宮城

24 仲川堅悦 岩田ケサ子福島 24 渡部一二 渡部孝子 山形 24 服部国彦 服部由紀子青森 23 渋谷勇 藤本三枝子山形

24 阿部勝 外川啓子 青森 23 立麻明 斎藤恵美子青森

パートナー リーダー パートナー リーダー

東北ブロック２００８年 東北ブロック２００８年

ス　タ　ン　ダ　ー　ド ラ　　テ　　ン ス　タ　ン　ダ　ー　ド ラ　　テ　　ン

ミドルシニア・ランキング

パートナー リーダー

木附沢とみ子

三浦三枝子

パートナー

グランドシニア・ランキング

狩野盛次 安部登美子 佐々木勝男

相原純一 曽根洋子 佐藤良平

泉勝 泉和子

小幡和也 小幡仁子 菅原将吉

高木成年 高橋美江 古川誠

今野武男 今野明子 二階堂利昭

村上喜一郎 林映子 西條昌三

折笠正明 早川しのぶ 高橋与一

長谷川好昭佐藤栄子 熊地信雄

赤間悟 平塚恵美子 高橋民郎

結城定春 春山栄子 武田正秀

板垣雅道 板垣久美子 福盛田和男

高橋昌志 高橋渉子 和田功

伊藤慎悟

伊藤正則

矢作幸男 千葉孝一朗

氏家健治

佐藤長松 古井昌治

岩間正行

高橋与四郎

和久宗男

赤間悟

服部国彦

千葉秀一

パートナーパートナー パートナー リーダー

ラ　　テ　　ン

多田幸司

ス　タ　ン　ダ　ー　ド

パートナー リーダー リーダー

東北ブロック２００６年 東北ブロック２００７年
グランドシニア・ランキング ミドルシニア・ランキング

ス　タ　ン　ダ　ー　ド ラ　　テ　　ン

年齢別戦　年間ランキング　（ダンススポーツの鉄人）年齢別戦　年間ランキング　（ダンススポーツの鉄人）年齢別戦　年間ランキング　（ダンススポーツの鉄人）年齢別戦　年間ランキング　（ダンススポーツの鉄人）

東北ブロック２００７年
グランドシニア・ランキング

木須節子 菊池光信 斎藤頼子

後藤宣子

ス　タ　ン　ダ　ー　ド ラ　　テ　　ン

パートナー リーダー

安斉由美子

ＪＤＳＦ東北ブロックでは２００３年からミドルシニア（４５歳以上）とグランドシニア（５５歳以上）の年間ブロックラン
キングを実施しています。２００４まではランキング対象競技会の出場の結果の上位３大会合計の成績による得点
により、個人ごとに順位が決定されました。２００５年からは出場部門ごとカップルを対象に、上位３大会合計の成
績による得点により順位を決定しています。上位２４位の方は競技会出場回数も多い、ダンスが大好きな、まさに
「ダンススポーツの鉄人」にふさわしい方々です。上位６位までの方々はブロック選手権大会にて表彰されます。な
お、２００８年からブロック大会が最高点８０点に、他の大会は最高点７０点になります。
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順位 リーダー パートナー 所属 順位 リーダー パートナー 所属 順位 リーダー パートナー 所属 順位 リーダー パートナー 所属 順位 リーダー パートナー 所属 順位

1 渡部徹 渡部節子 秋田 1 長谷川好昭 佐藤栄子 福島 1 山岡光広 加賀谷晴子 秋田 1 武田正秀 武田美和子 宮城 1 高橋与四郎 広谷一枝 秋田

2 斎藤和義 小田中秀 岩手 2 相沢文治 芦立洋子 宮城 2 氏家健治 氏家明子 福島 2 氏家健治 氏家明子 福島 2 佐々木弘行 佐々木優子 宮城

3 古川勲 川村京子 福島 3 古川勲 川村京子 福島 3 武田正秀 武田美和子 宮城 3 佐藤吉明 後藤千枝 福島 3 西條昌三 西條益子 宮城

4 玉木光博 玉木恵久子 福島 3 玉木光博 玉木恵久子 福島 4 伊藤正則 伊藤悦子 岩手 4 伊藤慎悟 高橋由美子 岩手 4 佐々木勝男 佐々木和子 宮城

5 長谷川好昭 佐藤栄子 福島 3 板垣雅道 板垣久美子 青森 5 今野武男 今野明子 秋田 5 鈴木秀治 木村富子 岩手 5 山崎忠治 山崎悦子 秋田

6 武田正秀 武田美和子 宮城 6 武田正秀 武田美和子 宮城 6 赤間悟 平塚恵美子 宮城 6 佐竹和彦 佐瀬俊子 宮城 6 清水勝美 清水八重子 山形

7 高橋昌志 高橋渉子 宮城 7 南館盛雄 金野有希子 宮城 6 服部国彦 服部由紀子 青森 7 羽柴忠 木野政恵 青森 7 藤井剛 藤井淳子 宮城

8 山岡光広 加賀谷晴子 秋田 7 佐藤長松 若松せい子 秋田 8 佐々木弘行 佐々木優子 宮城 8 千葉孝一朗 平井眞幸 岩手 7 板倉幸男 渡辺和子 福島

9 泉山明 泉山利枝子 岩手 9 熊谷真一 赤澤和子 岩手 9 多田幸司 多田純子 岩手 9 山田正 遠藤節子 宮城 9 和田功 和田雅美 宮城

9 熊谷真一 赤澤和子 岩手 9 阿部勝 吉田眞智子 青森 9 岩間正行 松本栄子 宮城 10 小幡孝男 木須節子 宮城 10 坂本日出美 坂本恵美子 秋田

11 小倉晴夫 小倉美樹 秋田 11 鈴木孝昇 佐藤友厚 山形 11 対馬喜代司 対馬久子 青森 11 安斉修一 安斉由美子 福島 11 佐々木俊夫 金子弘子 秋田

12 結城定春 春山栄子 福島 12 吉村敏文 工藤邦子 青森 12 高橋民郎 安部セツ子 岩手 11 渡辺博 斉藤良子 宮城 11 柴田欽一 柴田百代 青森

13 笹渕陽 笹渕美登利 宮城 13 柴田澄男 柴田良子 秋田 13 樋口一美 水野恵子 山形 11 渡邉由夫 渡邉ふみえ 福島 13 荷方和美 荷方桂子 宮城

14 鈴木長嗣 尾留川圭子 秋田 14 山岡光広 加賀谷晴子 秋田 14 相原純一 曽根よう子 宮城 14 菊地健司 菅原洋子 宮城 14 千葉文雄 菊地芳子 宮城

15 市川實 市川由子 岩手 15 鈴木長嗣 尾留川圭子 秋田 15 和田功 和田雅美 宮城 15 高橋直 高橋洋子 岩手 15 古川誠 古川桂子 岩手

16 高橋繁美 高橋リサ子 秋田 15 藤田修 山田明佳 福島 16 千葉三郎 千葉洋子 宮城 16 大竹惇夫 日戸郁子 岩手 16 渡辺稔 渡辺洋子 宮城

16 高橋利範 小原真由美 岩手 17 吉川清文 吉川レイ子 秋田 17 畠山昭夫 鈴木軋子 秋田 17 跡部清 小室友子 宮城 17 安田岩夫 安田喜代子 福島

18 佐藤雅彦 佐藤陽子 秋田 17 中村裕美 大河原真由美 福島 18 伊藤慎悟 高橋由美子 岩手 18 伊藤裕次郎 松田洋子 宮城 17 山田壽明 山田キヨ 青森

19 南館盛雄 金野有希子 宮城 19 曽根治 庄子郁子 宮城 19 南條仁 南條恵子 宮城 19 横田幹郎 横田哲子 福島 17 安達仁安 安達裕子 山形

20 仲川堅悦 岩田ケサ子 福島 19 吾妻光男 吾妻洋子 福島 20 三浦耕太郎 三浦朋子 秋田 19 千葉三郎 千葉洋子 宮城 20 後藤茂   小松節子  宮城

20 吉田健 類家ひめ子 青森 19 蒲倉鉄男 後藤美恵子 福島 21 後藤茂        小松節子      宮城 19 山田壽明 山田キエ 青森 20 斎藤恭造 佐藤かつ子 宮城

20 奈良誠一 前田玉子 秋田 22 松本純 松本百合子 福島 22 泉山明 泉山利枝子 岩手 19 柴田澄男 柴田良子 秋田 20 大谷武彦 佐藤キミ 秋田

23 今野武男 今野明子 秋田 22 跡部清 小室友子 宮城 23 山村仁士 山村頼子 宮城 19 高橋章 柴田良子 秋田 23 大谷勝 大谷あつ子 宮城

23 岩間正行 松本栄子 宮城 22 鈴木秀治 木村富子 岩手 24 高橋繁美 高橋リサ子 秋田 24 渋谷勇 藤本三枝子 山形 23 坂譲 村松淑子 宮城

23 曽根治 庄子郁子 宮城 24 二階堂利昭 二階堂桂子 福島 23 大川浩 大川美恵子 青森

23 佐々木幹夫 佐々木京子 秋田 24 高橋史郎 中野志津子 宮城

スタンダード・ラテン両部門の上位２４位 スタンダード・ラテン両部門の上位２４位 スタンダード部門の上位２４位

順位 リーダー パートナー 所属 順位 リーダー パートナー 所属 順位 リーダー パートナー 所属 順位 リーダー パートナー 所属 順位 リーダー パートナー 所属 順位 リーダー パートナー 所属

1 渡部徹 渡部節子 秋田 1 長谷川好昭 佐藤栄子 福島 1 山岡光廣 加賀谷晴子 秋田 1 武田正秀 武田美和子 宮城 1 佐々木弘行 佐々木優子 宮城 1 板倉幸男 渡辺和子 福島

2 長谷川好昭 佐藤栄子 福島 2 武田正秀 武田美和子 宮城 2 多田幸司 多田純子 岩手 2 氏家健治 氏家明子 福島 2 高橋与四郎 広谷一枝 秋田 1 佐々木勝男 佐々木和子 宮城

3 武田正秀 武田美和子 宮城 3 三津谷博光 大水てい子 青森 3 渡部徹 渡部節子 秋田 2 佐藤吉明 後藤千枝 福島 3 和田功 和田雅美 宮城 3 土屋豊次郎 木下恵子 山形

4 佐々木幹夫 佐々木京子 秋田 4 相澤文治 芦立洋子 宮城 4 赤間悟 平塚恵美子 宮城 4 伊藤愼悟 高橋由美子 岩手 4 佐々木勝男 佐々木和子 宮城 4 羽柴忠 木野政枝 青森

5 前田秀人 中野渡麗子 青森 4 久我孝正 久我みき子 宮城 4 対馬喜代司 対馬久子 青森 5 跡部清 小室友子 宮城 4 西條昌三 西條益子 宮城 5 大川浩 大川美江子 青森

6 和田博勝 宮野明美 秋田 6 折笠正明 早川しのぶ 福島 6 樋口一美 水野恵子 山形 6 鈴木秀治 木村富子 岩手 6 柴田欽一 柴田百代 青森 6 山田壽明 山田キエ 青森

7 折笠正明 早川しのぶ 福島 7 古川勲 川村京子 福島 7 武田正秀 武田美和子 宮城 7 千葉孝一朗 平井眞幸 岩手 6 上村勝次郎 柴田幸子 青森 7 冨田豊 冨田多英子 福島

8 鈴木長嗣 尾留川圭子 秋田 7 会田充 吉田浩美 福島 8 千葉三郎 千葉洋子 宮城 8 安斉修一 安斉由美子 福島 8 土屋豊次郎 木下恵子 山形 8 丸山益夫 栗花キヨシ 福島

9 吉田健 類家ひめ子 青森 9 風穴昌弘 蛇森京子 青森 9 伊藤愼悟 高橋由美子 岩手 9 澁谷勇 藤本三枝子 山形 8 相良義徳 相良利子 福島 9 瀬川和巳 谷地キヨ 岩手

10 齋藤善則 齋藤牧子 岩手 9 志賀裕一 高田明子 宮城 9 服部國彦 服部由紀子 青森 10 藤村誠紘 斎藤貴美絵 岩手 10 羽柴忠 木野政枝 青森 9 後藤茂   小松節子  宮城

11 泉山明 泉山利枝子 岩手 11 伊藤富男 伊藤律子 岩手 9 曽根治 庄子郁子 宮城 11 曽根善哉 佐々木光子 宮城 11 板倉幸男 渡辺和子 福島 9 上村勝次郎 柴田幸子 青森

11 斎藤和義 小田中秀 岩手 12 板垣雅道 板垣久美子 青森 12 今野武男 今野明子 秋田 12 後藤庄一 後藤悦子 岩手 11 大川浩 大川美江子 青森 12 畠山善清 畠山昭子 青森

11 小倉晴夫 小倉美樹 秋田 13 吉村敏文 工藤邦子 青森 12 伊藤正則 伊藤悦子 岩手 13 高橋直 高橋洋子 岩手 13 清水勝美 清水八重子 山形 13 岡田兼佳 小野紀久子 宮城

14 山岡光広 加賀谷晴子 秋田 14 佐藤長松 若松せい子 秋田 14 中村松夫 仲村栄子 福島 14 土田貴志 前村洋子 宮城 14 福盛田和男 福盛田サ子 岩手 13 山崎忠治 山崎悦子 秋田

14 山村仁士 山村頼子 宮城 15 阿部勝 吉田眞智子 岩手 15 佐々木弘行 佐々木優子 宮城 15 村山新太郎 石山志津子 山形 15 藤井剛 藤井淳子 宮城 15 大阪正太郎 畠山良子 宮城

14 渡辺一男 渡辺由美子 宮城 15 柳　稔 栗橋眞利子 青森 16 氏家健治 氏家明子 福島 16 渡邉由夫 渡邉ふみえ 福島 16 坂本日出美 坂本美恵子 秋田 16 服部勝征 服部トモ子 福島

17 古川勲 川村京子 福島 17 熊谷真一 赤澤和子 岩手 17 跡部清 小室友子 宮城 16 村上行巳 村上紀子 青森 17 高松清 猪股セツ子 青森 17 大竹惇夫   日戸郁子   岩手

17 佐藤雅彦 佐藤陽子 秋田 17 甲斐根康彦 佐藤陽子 宮城 17 南條仁 南條恵子 宮城 18 笹渕陽 笹渕美登利 宮城 18 熊地信雄 村上ヤエ 秋田 18 広田照美 高橋千恵子 岩手

17 讃岐純 讃岐真由美 福島 19 鈴木長嗣 尾留川圭子 秋田 19 渡邉由夫 渡邉ふみえ 福島 18 鈴木孝昇 佐藤友厚 山形 19 山田壽明 山田キエ 青森 18 安田岩夫 安田喜代子 福島

17 及川喜久次 高橋賀津子 宮城 19 中屋敷秀雄 川下三重子 青森 20 小林勝敏 穂積敦子 福島 18 工藤広志 柴田孝子 青森 20 岡田兼佳 小野紀久子 宮城

21 阿部勝 吉田眞智子 岩手 21 高橋利範 小原真由美 岩手 18 柴田澄男 柴田良子 秋田 20 大谷武彦 佐藤キミ 秋田

21 冨樫隆夫 冨樫恵子 秋田 22 結城定春 春山栄子 福島 18 丹治茂雄 大友礼子 福島 20 高城清司 小沼真智子 宮城

23 三浦耕太郎 三浦朋子 秋田 23 泉山明 泉山利枝子 岩手 23 阿部勝 吉田眞智子 岩手 23 安田岩夫 安田喜代子 福島

23 佐藤長松 若松せい子 秋田 23 笹渕陽 笹渕美登利 宮城 23 上野和正 竹中ふき子 青森 24 佐々木俊夫 金子弘子 秋田

23 藤村誠紘 斎藤貴美絵 岩手

23 阿部純一 阿部保子 福島

東北ブロック２０１０年
ロイヤルシニア・ランキング

スタンダード・ラテン両部門の上位２４位

東北ブロック２０１０年
ミドルシニア・ランキング

東北ブロック２０１０年
グランドシニア・ランキング

ス　タ　ン　ダ　ー　ド ラ　　テ　　ン ス　タ　ン　ダ　ー　ド ラ　　テ　　ン ス　タ　ン　ダ　ー　ド ラ　　テ　　ン

年齢別戦　年間ランキング　（ダンススポーツの鉄人）年齢別戦　年間ランキング　（ダンススポーツの鉄人）年齢別戦　年間ランキング　（ダンススポーツの鉄人）年齢別戦　年間ランキング　（ダンススポーツの鉄人）

東北ブロック２００９年
ミドルシニア・ランキング

ス　タ　ン　ダ　ー　ド ラ　　テ　　ン ス　タ　ン　ダ　ー　ド ラ　　テ　　ン ス　タ　ン　ダ　ー　ド

東北ブロック２００９年
グランドシニア・ランキング

東北ブロック２００９年
ロイヤルシニア・ランキング

ＪＤＳＦ東北ブロックでは２００３年からミドルシニア（４５歳以上）とグランドシニア（５５歳以上）の年間ブロックランキ
ングを実施しています。２００４まではランキング対象競技会の出場の結果の上位３大会合計の成績による得点に
より、個人ごとに順位が決定されました。２００５年からは出場部門ごとカップルを対象に、上位３大会合計の成績に
よる得点により順位を決定しています。上位２４位の方は競技会出場回数も多い、ダンスが大好きな、まさに「ダン
ススポーツの鉄人」にふさわしい方々です。上位６位までの方々はブロック選手権大会にて表彰されます。なお、２０
０８年からブロック大会が最高点８０点に、他の大会は最高点７０点になります。
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順位 リーダー パートナー 所属 順位 リーダー パートナー 所属 順位 リーダー パートナー 所属 順位 リーダー パートナー 所属 順位 リーダー パートナー 所属 順位 リーダー パートナー 所属 順位

1 小倉晴夫 小倉美樹 秋田 1 久我孝正 久我みき子 宮城 1 山岡光廣 加賀谷晴子 秋田 1 武田正秀 武田美和子 宮城 1 西條昌三 西條益子 宮城 1 羽柴忠 木野政枝 青森

2 渡部徹 渡部節子 秋田 2 長谷川好昭 佐藤栄子 福島 2 渡部徹 渡部節子 秋田 2 伊藤愼悟 高橋由美子 岩手 2 板倉幸男 渡辺和子 福島 2 山田壽明 山田キエ 青森

3 長谷川好昭 佐藤栄子 福島 3 渡辺一男 小林由美子 宮城 3 曽根治 庄子郁子 宮城 3 佐藤吉明 後藤千枝 福島 3 佐々木弘行 佐々木優子 宮城 3 板倉幸男 渡辺和子 福島

4 渡辺一男 小林由美子 宮城 3 板垣雅道 板垣久美子 青森 4 多田幸司 多田純子 岩手 4 千葉孝一朗 平井眞幸 岩手 4 羽柴忠 木野政枝 青森 3 中野渡正春 寺地美佐子 青森

5 佐藤雅彦 佐藤陽子 秋田 3 鈴木長嗣 尾留川圭子 秋田 5 武田正秀 武田美和子 宮城 5 土田貴志 前村洋子 宮城 5 上村勝次郎 柴田幸子 青森 5 山崎忠治 山崎悦子 秋田

6 武田正秀 武田美和子 宮城 6 武田正秀 武田美和子 宮城 6 山村仁 山村頼子 宮城 6 高橋直 高橋洋子 岩手 6 荷方和美 荷方桂子 宮城 6 大坂正太郎 畠山良子 宮城

7 鈴木長嗣 尾留川圭子 秋田 7 井上孝生 竹内清子 青森 6 伊藤正則 伊藤悦子 岩手 7 中屋敷秀雄 川下三重子 青森 7 福盛田和男 福盛田サ子 岩手 7 佐々木勝男 佐々木和子 宮城

7 齋藤善則 齋藤牧子 岩手 7 笹渕陽 笹渕美登利 宮城 6 服部國彦 服部由紀子 青森 8 渡辺博 斉藤良子 宮城 8 山田壽明 山田キエ 青森 8 佐藤節男 四戸伊久子 岩手

7 久我孝正 久我みき子 宮城 9 吉田準之助 吉田真理 岩手 9 甲斐根康彦 菅野征子 宮城 8 志賀裕一 高田明子 宮城 9 和田功 和田雅美 宮城 9 大川浩 大川美江子 青森

10 吉田準之助 吉田真理 岩手 9 上野豊 田代百合子 青森 9 阿部国晴 多勢美知代 宮城 8 花田優平 須藤磨里子 青森 9 高橋貢 佐藤美歌子 宮城

10 木下敦史 工藤みつ子 宮城 11 土田光 土田好子 山形 11 伊藤愼悟 高橋由美子 岩手 11 阿部国晴 多勢美知代 宮城 11 柴田欽一 柴田百代 青森

12 大平騰一 伊藤郁子 岩手 12 志賀裕一 高田明子 宮城 12 千葉三郎 千葉洋子 宮城 11 跡部清 小室友子 宮城 11 山崎忠治 山崎悦子 秋田

12 井上孝生 竹内清子 青森 13 相澤強 荒井恵子 宮城 12 高橋与一 横山淑子 山形 11 山田壽明 山田キエ 青森 13 佐々木勝男 佐々木和子 宮城

12 及川喜久次 本吉由美子 宮城 14 佐藤義浩 佐藤まゆみ 宮城 14 岩間正行 鈴木由紀 宮城 11 村上弘行 村上恵美子 岩手 13 坂本日出美 坂本美恵子 秋田

15 佐藤義浩 佐藤まゆみ 宮城 15 泉山明 泉山利枝子 岩手 15 笹渕陽 笹渕美登利 宮城 13 安達仁安 安達裕子 山形

15 升屋一美 成田ユリ子 青森 15 吉田健 類家ひめ子 青森 15 桜井治 桜井京子 福島 13 佐藤政昭 門間教子 山形

17 上野豊 田代百合子 青森 17 小林勝敏 穂積敦子 福島 17 山田正 遠藤節子 宮城 17 岡田兼佳 小野紀久子 宮城

17 筒井正雄 外川啓子 青森 17 対馬喜代司 対馬久子 青森 17 岡田兼佳 小野紀久子 宮城 17 中野渡正春 寺地美佐子 青森

19 太田健一 安藤慶子 福島 17 村上行巳 村上紀子 青森 19 藤井剛 藤井淳子 宮城

19 南條仁 南條恵子 宮城 20 藤村誠紘 斎藤貴美絵 岩手 19 清水勝美 清水八重子 山形

19 倉島義彦 曽根よう子 宮城 20 岩崎修 北野澤タミ 青森 21 高城清司 小沼真智子 宮城

22 西條昌三 西條益子 宮城 22 瀬川和巳 谷地キヨ 岩手 21 大川浩 大川美江子 青森

22 花田優平 須藤磨里子 青森 21 中野重雄 森谷キヌ子 宮城

24 片寄正宏 布田純子 宮城 24 佐藤堯 高橋節子 宮城

順位 リーダー パートナー 所属 順位 リーダー パートナー 所属 順位 リーダー パートナー 所属 順位 リーダー パートナー 所属 順位 リーダー パートナー 所属 順位 リーダー パートナー 所属

1 小澤秀司 晴山美津子 青森 1 長谷川好昭 佐藤栄子 福島 1 山岡光廣 加賀谷晴子 秋田 1 長谷川好昭 佐藤栄子 福島 1 高橋与一 横山淑子 山形 1 竹内広子 熱海文子 宮城

2 板垣雅道 板垣久美子 青森 2 渡辺一男 小林由美子 宮城 2 渡部徹 渡部節子 秋田 2 久我孝正 久我みき子 宮城 1 竹内広子 熱海文子 宮城 2 板倉幸男 渡辺和子 福島

2 長谷川好昭 佐藤栄子 福島 3 板垣雅道 板垣久美子 青森 3 長谷川好昭 佐藤栄子 福島 2 渡辺一男 小林由美子 宮城 3 佐々木弘行 佐々木優子 宮城 3 冨田豊 冨田多英子 福島

2 渡部徹 渡部節子 秋田 4 久我孝正 久我みき子 宮城 4 千葉三郎 千葉洋子 宮城 2 竹内広子 熱海文子 宮城 4 西條昌三 西條益子 宮城 4 山崎忠治 山崎悦子 秋田

5 佐藤雅彦 佐藤陽子 秋田 5 会田充 吉田浩美 福島 5 樋口一美 水野恵子 山形 5 伊藤愼悟 高橋由美子 岩手 4 上村勝次郎 柴田幸子 青森 5 丸山益夫 栗花キヨシ 福島

5 渡辺一男 小林由美子 宮城 6 和田博勝 宮野明美 秋田 5 渡辺一男 小林由美子 宮城 6 高橋直 高橋洋子 岩手 6 和田功 和田雅美 宮城 6 大川浩 大川美江子 青森

7 大澤弘典 大澤智子 山形 7 村山新太郎 石山志津子 山形 7 伊藤愼悟 高橋由美子 岩手 7 武田正秀 武田美和子 宮城 7 福盛田和男 福盛田サ子 岩手 6 菅原精一 伊藤好子 秋田

8 讃岐純 讃岐真由美 福島 7 鈴木長嗣 尾留川圭子 秋田 8 山村仁 山村頼子 宮城 8 跡部清 清野照子 宮城 7 羽柴忠 木野政枝 青森 8 佐々木勝男 佐々木和子 宮城

9 高橋利範 小原真由美 岩手 7 齋藤世和 畠山優子 宮城 8 竹内広子 熱海文子 宮城 9 遠藤明美 菅野征子 宮城 9 板倉幸男 渡辺和子 福島 8 安東慎三 高橋法子 秋田

10 鈴木長嗣 尾留川圭子 秋田 10 熊谷真一 赤澤和子 岩手 10 平野廉香 平野愛子 宮城 10 笹渕陽 笹渕美登利 宮城 9 佐々木勝男 佐々木和子 宮城 10 羽柴忠 木野政枝 青森

11 吉田健 類家ひめ子 青森 10 長谷川清 白井ふじい 福島 11 結城定春 春山栄子 福島 11 千葉孝一朗 平井眞幸 岩手 11 荷方和美 矢澤和子 宮城 11 山田壽明 山田キエ 青森

12 藤田修 山田明佳 福島 10 村上行巳 村上紀子 青森 11 武田正秀 武田美和子 宮城 11 安東慎三 高橋法子 秋田 12 坂本日出美 坂本美恵子 秋田 11 斉藤勝四 大内諄子 福島

13 伊藤祐人 永畑祥子 福島 10 志賀裕一 高田明子 宮城 13 曽根治 庄子郁子 宮城 13 土田貴志 前村洋子 宮城 13 安田岩夫 安田喜代子 福島 13 菅野八郎 加藤末枝 宮城

14 武藤新一 武藤美代子 福島 14 遠藤明美 菅野征子 宮城 14 多田幸司 多田純子 岩手 14 結城定春 春山栄子 福島 14 片寄正宏 布田純子 宮城 14 服部勝征 服部トモ子 福島

14 齋藤善則 齋藤牧子 岩手 14 鈴木亮二 阿部ゆき 福島 15 南條仁 南條恵子 宮城 15 佐藤吉明 後藤千枝 福島 14 相楽義徳 相楽利子 福島 14 上村勝次郎 柴田幸子 青森

14 初澤忠重 横山しのぶ 福島 14 齋藤清孝 萬谷静子 青森 16 対馬喜代司 対馬久子 青森 16 工藤剛 佐々木龍子 青森 16 高松清 猪股セツ子 青森 16 安田岩夫 安田喜代子 福島

17 樋口一美 水野恵子 山形 14 大友幸吉 大友恵美子 福島 17 笹渕陽 笹渕美登利 宮城 17 二階堂隆志 山崎貞子 福島 17 澤園弘 亀田艶子 福島 17 齋藤健次 齋藤美恵子 岩手

17 高橋昌志 高橋渉子 宮城 18 武田正秀 武田美和子 宮城 18 甲斐根康彦 菅野征子 宮城 17 本間正樹 佐藤家実子 福島 17 菅野八郎 加藤末枝 宮城 18 吉川清文 吉川レイ子 秋田

17 真川勇喜 大石真由美 宮城 19 吉田公子 鈴木章子 岩手 19 高橋史郎 宮林愛鈴 宮城 19 阿部国晴 多勢美知代 宮城 19 千葉文雄 菊地芳子 宮城

17 阿部国晴 多勢美知代 宮城 20 服部國彦 服部由紀子 青森 19 小幡孝男 木須節子 宮城 20 清水勝美 清水八重子 山形

21 南館盛雄 小林千恵子 宮城 20 高橋民郎 安部セツ子 岩手 19 中屋敷秀雄 川下三重子 青森 20 菅原精一 伊藤好子 秋田

21 木下敦史 工藤みつ子 青森 22 跡部清 清野照子 宮城 22 渡辺一男 大江千恵子 宮城 22 佐藤繁 佐藤光子 秋田

23 小倉晴夫 小倉美樹 秋田 23 狩野守志 安部富美子 宮城 22 佐々木幸市 柳原悦子 宮城 23 藤井剛 藤井淳子 宮城

23 斎藤仁 鈴木厚子 福島 23 遠藤明美 菅野征子 宮城 22 高橋源吉 高橋禎子 福島 23 大川浩 大川美江子 青森

23 成田寧 澤口禮子 青森 23 武田孝行 武田美代子 山形 22 成田寧 澤口禮子 青森

スタンダード・ラテン両部門の上位２４位 スタンダード・ラテン両部門の上位２４位 スタンダード・ラテン両部門の上位２４位

ス　タ　ン　ダ　ー　ド ラ　　テ　　ン ス　タ　ン　ダ　ー　ド ラ　　テ　　ン

年齢別戦　年間ランキング　（ダンススポーツの鉄人）年齢別戦　年間ランキング　（ダンススポーツの鉄人）年齢別戦　年間ランキング　（ダンススポーツの鉄人）年齢別戦　年間ランキング　（ダンススポーツの鉄人）

東北ブロック２０１１年

ラ　　テ　　ン

東北ブロック２０１１年 東北ブロック２０１１年
ミドルシニア・ランキング グランドシニア・ランキング ロイヤルシニア・ランキング

スタンダード・ラテン両部門の上位２４位 スタンダード・ラテン両部門の上位２４位

ス　タ　ン　ダ　ー　ド ラ　　テ　　ン

ス　タ　ン　ダ　ー　ド
スタンダード・ラテン両部門の上位２４位

東北ブロック２０１２年 東北ブロック２０１２年 東北ブロック２０１２年
ミドルシニア・ランキング グランドシニア・ランキング ロイヤルシニア・ランキング

ス　タ　ン　ダ　ー　ド ラ　　テ　　ン ス　タ　ン　ダ　ー　ド ラ　　テ　　ン

ＪＤＳＦ東北ブロックでは２００３年からミドルシニア（４５歳以上）とグランドシニア（５５歳以上）の年間ブロックランキ
ングを実施しています。２００４まではランキング対象競技会の出場の結果の上位３大会合計の成績による得点に
より、個人ごとに順位が決定されました。２００５年からは出場部門ごとカップルを対象に、上位３大会合計の成績に
よる得点により順位を決定しています。上位２４位の方は競技会出場回数も多い、ダンスが大好きな、まさに「ダン
ススポーツの鉄人」にふさわしい方々です。上位６位までの方々はブロック選手権大会にて表彰されます。なお、２０
０８年からブロック大会が最高点８０点に、他の大会は最高点７０点になります。

ＪＤＳＦ東北ブロックでは２００３年からミドルシニア（４５歳以上）とグランドシニア（５５歳以上）の年間ブロックランキ
ングを実施しています。２００４まではランキング対象競技会の出場の結果の上位３大会合計の成績による得点に
より、個人ごとに順位が決定されました。２００５年からは出場部門ごとカップルを対象に、上位３大会合計の成績に
よる得点により順位を決定しています。上位２４位の方は競技会出場回数も多い、ダンスが大好きな、まさに「ダン
ススポーツの鉄人」にふさわしい方々です。上位６位までの方々はブロック選手権大会にて表彰されます。なお、２０
０８年からブロック大会が最高点８０点に、他の大会は最高点７０点になります。
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順位 リーダー パートナー 所属 順位 リーダー パートナー 所属 1 渡部徹 渡部節子 秋田 1 長谷川好昭 佐藤栄子 福島 1 竹内広子 熱海文子 宮城 1 竹内広子 熱海文子 宮城

1 小倉晴夫 小倉美樹 秋田 1 長谷川好昭 佐藤栄子 福島 2 山岡光廣 加賀谷晴子 秋田 2 久我孝正 久我みき子 宮城 2 草野　正美 草野　清子 福島 2 板倉幸男 渡辺和子 福島

2 渡部徹 渡部節子 秋田 2 渡辺一男 小林由美子 宮城 3 多田幸司 多田純子 岩手 3 遠藤明美 加賀谷晴子 宮城 3 佐々木勝男 佐々木和子 宮城 3 冨田豊 冨田多英子 福島

3 長谷川好昭 佐藤栄子 福島 3 熊谷真一 赤澤和子 岩手 4 渡辺一男 小林由美子 宮城 3 渡辺一男 小林由美子 宮城 3 佐々木弘行 佐々木優子 宮城 4 菅原精一 伊藤好子 秋田

4 佐藤雅彦 佐藤陽子 秋田 4 平井剛秋 平井夏 山形 5 吉田進 吉田えみ子 宮城 5 武田正秀 武田美和子 宮城 5 羽柴忠 木野政枝 青森 5 丸山益夫 栗花キヨシ 福島

4 渡辺一男 小林由美子 宮城 5 中道俊之 中道和子 岩手 5 泉山 明 泉山利枝子 岩手 6 伊藤愼悟 高橋由美子 岩手 6 板倉幸男 渡辺和子 福島 6 高橋直 高橋洋子 岩手

6 讃岐純 讃岐真由美 福島 6 南館盛雄 金野有希子 宮城 7 長谷川好昭 佐藤栄子 福島 7 竹内広子 熱海文子 宮城 7 八木橋順司 八木橋和子 青森 6 松野佐久 高世八重子 山形

7 板垣雅道 板垣久美子 青森 6 鈴木孝昇 佐藤友厚 山形 8 樋口一美 水野恵子 山形 7 近江洋一 近江久美子 青森 8 高橋与一 横山淑子 山形 8 佐々木勝男 佐々木和子 宮城

8 熊谷真一 赤澤和子 岩手 6 吉田準之助 吉田真理 岩手 9 曽根 治 庄子郁子 宮城 9 高橋源吉 高橋禎子 福島 9 荷方和美 矢澤和子 宮城 9 服部勝征 服部トモ子 福島

9 武藤新一 武藤美代子 福島 6 下山政昭 斉藤雅子 宮城 10 笹渕陽 笹渕美登利 宮城 10 村山新太郎 石山志津子 山形 10 高城清司 小沼美智子 宮城

10 鈴木長嗣 尾留川圭子 秋田 6 遠藤明美 加賀谷　晴子 宮城 11 高橋史郎 佐々木光子 宮城 10 高橋直 高橋洋子 岩手 11 福盛田和男 福盛田サ子 岩手

10 吉田健 類家ひめ子 青森 11 竹内広子 熱海文子 宮城 11 近江洋一 近江久美子 青森 12 千葉孝一朗 平井眞幸 岩手 11 片寄正宏 布田純子 宮城

10 高橋利範 小原真由美 岩手 11 阿部久志 昆布屋光江 宮城 13 竹内広子 熱海文子 宮城 13 佐藤吉明 後藤千枝 福島 13 柴田欽一 柴田百代 青森

13 中道俊之 中道和子 岩手 11 仲川堅悦 佐竹美保 福島 14 伊藤祐人 永畑祥子 福島 14 佐藤良平 青木光代 宮城 13 松本鋭治 狩野悦子 宮城

14 多田幸司 多田純子 岩手 14 木附沢茂美 木附沢とみ子 岩手 15 武田正秀 武田美和子 宮城 15 横井雅文 菅野圭子 宮城 15 和田功 和田雅美 宮城

14 結城定春 春山栄子 福島 15 水谷直久 水谷幸子 宮城 16 千葉三郎 千葉洋子 宮城 16 坪井正行 但野和子 福島 16 広田照美 高橋千恵子 岩手

16 山口周 山口和子 宮城 17 遠藤明美 加賀谷　晴子 宮城 17 大沼忠 大沼たい子 宮城 16 上村勝次郎 柴田幸子 青森

17 吉田準之助 吉田真理 岩手 18 伊藤愼悟 高橋由美子 岩手 18 笹渕陽 笹渕美登利 宮城 18 丸山益夫 栗花キヨシ 福島

17 和田博勝 宮野明美 秋田 19 本橋 元 菅原裕子 秋田 18 柳　稔 栗橋眞利子 青森 19 大谷勝 大谷あつ子 宮城

17 二ツ森俊一 二ツ森雅子 青森 20 高橋利範 小原真由美 岩手 20 横田幹郎 横田哲子 福島 19 相楽義徳 相楽利子 福島

20 高橋昌志 高橋渉子 宮城 21 折笠正明 早川しのぶ 福島 21 鈴木孝昇 佐藤友厚 山形 21 浅野勲 猪本孝子 秋田

20 下山政昭 斉藤雅子 宮城 22 中村松夫 仲村栄子 福島 22 中嶋勉 渡辺理恵 宮城 21 尾形幸雄 尾形美津江 宮城

20 菅原信男 安住京子 宮城 23 讃岐 純 讃岐真由美 福島 22 氏家健治 氏家明子 福島 23 大谷武彦 伊藤佳子 秋田

20 遠藤明美 加賀谷　晴子 宮城 24 南條 仁 南條恵子 宮城 24 黒羽唯一 阿部陽子 福島 23 小野道夫 吉田文子 福島

24 木下敦史 工藤みつ子 青森 24 高橋民郎 安部セツ子 岩手 24 中屋敷秀雄 川下三重子 青森 23 渡辺敏勝 佐藤京子 山形

24 鈴木亮二 阿部ゆき 福島

年齢別戦　年間ランキング　（ダンススポーツの鉄人）年齢別戦　年間ランキング　（ダンススポーツの鉄人）年齢別戦　年間ランキング　（ダンススポーツの鉄人）年齢別戦　年間ランキング　（ダンススポーツの鉄人）

東北ブロック２０１３年 東北ブロック２０１３年 東北ブロック２０１３年
ミドルシニア・ランキング グランドシニア・ランキング ロイヤルシニア・ランキング

スタンダード・ラテン両部門の上位２４位 スタンダード・ラテン両部門の上位２４位 スタンダード・ラテン両部門の上位２４位
ス　タ　ン　ダ　ー　ド ラ　　テ　　ン ス　タ　ン　ダ　ー　ド ラ　　テ　　ン ス　タ　ン　ダ　ー　ド ラ　　テ　　ン

ＪＤＳＦ東北ブロックでは２００３年からミドルシニア（４５歳以上）とグランドシニア（５５歳以上）の年間ブロックランキ
ングを実施しています。２００４まではランキング対象競技会の出場の結果の上位３大会合計の成績による得点に
より、個人ごとに順位が決定されました。２００５年からは出場部門ごとカップルを対象に、上位３大会合計の成績に
よる得点により順位を決定しています。上位２４位の方は競技会出場回数も多い、ダンスが大好きな、まさに「ダン
ススポーツの鉄人」にふさわしい方々です。上位６位までの方々はブロック選手権大会にて表彰されます。なお、２０
０８年からブロック大会が最高点８０点に、他の大会は最高点７０点になります。
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