
         2015年 福島県ランキングベスト １０　　同順位五十音順

　ス　　タ　　ン　　ダ　ー　ド 　　ラ　　　　テ　　　　　ン
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 野地　雅人 渡辺　陽由 福島DSC 1 佐藤　剛志 鈴木　千恵子 会津支部

2 後藤　大悟 後藤　ひなた 福島DSC 1 野地　雅人 渡辺　陽由 福島DSC

3 伊藤　祐人 永畑　祥子 県中支部 3 後藤　大悟 後藤　ひなた 福島DSC

3 大内　彰 大内　まい 県北支部 4 熊谷　義昭 熊谷　正子 福島DSC

3 熊谷　義昭 熊谷　正子 福島DSC 5 中島　栄英 荒井　かおり 相双支部

3 齋藤　弘美 齋藤　久美 県中支部 6 佐賀　栄一郎 越水　久美 会津支部

7 佐賀　栄一郎 越水　久美 会津支部 7 大内　彰 大内　まい 県北支部

8 慶徳　孝之 曽根　貴美子 会津支部 8 斎藤　岳琉 渡辺　羽由 県北支部

8 野地　康雄 野地　恵 福島DSC 9 古川　勲 横山　しのぶ 相双支部

8 藤田　修 久下　八壽子 福島DSC 10 　該　当　者 　　無　し

         2014年 福島県ランキングベスト １０

　ス　　タ　　ン　　ダ　ー　ド 　　ラ　　　　テ　　　　　ン
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 野地　雅人 渡辺　陽由 県北支部 1 野地　雅人 渡辺　陽由 県北支部

2 後藤　大悟 後藤　ひなた 県北支部 2 後藤　大悟 後藤　ひなた 県北支部

3 大内　彰 大内　まい 県北支部 3 熊谷　義昭 熊谷　正子 福島DSC

4 齋藤　弘美 齋藤　久美 県中支部 3 佐賀　栄一郎 越水　久美 会津支部

5 伊藤　祐人 永畑　祥子 県中支部 5 古川　勲 横山　しのぶ 相双支部

5 熊谷　義昭 熊谷　正子 福島DSC 6 中島　栄英 荒井　かおり 相双支部

7 佐賀　栄一郎 越水　久美 会津支部 　該　当　者 　　無　し
8 折笠　正明 早川　しのぶ 福島DSC

9 古川　勲 横山　しのぶ 相双支部

10 野地　康雄 野地　恵 福島DSC

         2013年 福島県ランキングベスト １０

　ス　　タ　　ン　　ダ　ー　ド 　　ラ　　　　テ　　　　　ン
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 野地　雅人 渡辺　陽由 県北支部 1 野地　雅人 渡辺　陽由 県北支部

2 後藤　大悟 後藤　ひなた 県北支部 2 後藤　大悟 後藤　ひなた 県北支部

3 齋藤　弘美 齋藤　久美 県中支部 3 佐賀　栄一郎 越水　久美 会津支部

4 佐賀　栄一郎 越水　久美 会津支部 4 熊谷　義昭 熊谷　正子 福島DSC

5 伊藤　裕人 永畑　祥子 県中支部 5 古川　勲 横山　しのぶ 相双支部

6 大内　彰 大内　まい 県北支部 6 中島　栄英 荒井　かおり 相双支部

7 熊谷　義昭 熊谷　正子 福島DSC 7 工藤　雄騎 山形　泉宥 いわき支部

8 佐藤　浩美 佐藤　直美 県中支部 8 佐藤　浩美 佐藤　直美 県中支部

9 野地　康雄 野地　恵 福島DSC 9 山田　敬人 山田　明佳 福島DSC

10 富永　哲 久下　八寿子 県中支部 10 　該　当　者 　　無　し

　　　　　　　　　　　　　　２００９年         2012年 福島県ランキングベスト １０             

　ス　　タ　　ン　　ダ　ー　ド 　　ラ　　　　テ　　　　　ン
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 野地　雅人 渡辺　陽由 県北支部 1 佐賀　栄一郎 越水　久美 会津支部

2 齋藤　弘美 齋藤　久美 県中支部 2 野地　雅人 渡辺　陽由 県北支部

3 大内　彰 大内　まい 県北支部 3 富永　哲 富永　由紀 県中支部

4 佐賀　栄一郎 越水　久美 会津支部 4 熊谷　義昭 熊谷　正子 福島DSC

5 伊藤　裕人 永畑　祥子 県中支部 5 氏家　健治 氏家　明子 福島DSC

6 野地　康雄 野地　恵 福島DSC 6 黒田　裕之 松本　真波 福島大学

6 結城　定春 春山　栄子 県中支部 7 古川　勲 横山　しのぶ 相双支部

8 熊谷　義昭 熊谷　正子 福島DSC 8 高橋　正行 高橋　一江 いわき支部

9 氏家　健治 氏家　明子 福島DSC 9 後藤　大悟 後藤　ひなた 県北支部

10 折笠　正明 早川　しのぶ 福島DSC 10 　　該　当　者 　　無　　し

　　　　　　          2011年 福島県ランキングベスト １０

☆2011年の福島県ランキングは東日本大震災の影響により県内の大会が２大会の開催となりました。
☆ランキング規定では県内４大会がランキングポイントの対象競技会となっておりますので2011年の
   福島県ランキングは作成することができませんでした。



         2010年 福島県ランキングベスト １０　　同順位五十音順

　ス　　タ　　ン　　ダ　ー　ド 　　ラ　　　　テ　　　　　ン
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 齋藤　弘美 齋藤　久美 県中支部 1 富永　哲 富永　由紀 県中支部

2 佐藤　浩美 久保田　恵美 県中支部 2 熊谷　義昭 熊谷　正子 福島DSC

3 大内　彰 大内　まい 県北支部 3 古川　勲 川村　京子 相双支部

4 渡部　松雄 草野　秀子 福島DSC 4 佐藤　浩美 久保田　恵美 県中支部

5 結城　定春 春山　栄子 県中支部 5 野地　雅人 渡辺　陽由 県北支部

6 熊谷　義昭 熊谷　正子 福島DSC 6 折笠　正明 早川　しのぶ 福島DSC

7 古川　勲 川村　京子 相双支部 7 黒田　裕之 松本　真波 福島大学

8 渡部　博綱 渡部　喜美枝 福島DSC 8 坂本　弘文 坂本　純子 いわき支部

9 野地　康雄 野地　恵 福島DSC 8 山田　敬人 山田　明桂 福島DSC

10 玉木　光博 玉木　恵久子 福島DSC 10 佐川　多考 小野　真知子 いわき支部

                                      　　　　　　　　　　　　　　２００９年         2009年 福島県ランキングベスト １０

　ス　　タ　　ン　　ダ　ー　ド 　　ラ　　　　テ　　　　　ン
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 大内　彰 大内　まい 県北支部 1 熊谷　義昭　 熊谷　正子 福島DSC

2 渡部　松雄 草野　秀子 福島DSC 1 富永　哲 富永　由紀 県中支部

3 齋藤　弘美 齋藤　久美 県中支部 1 古川　勲 川村　京子 相双支部

4 玉木　光博 玉木　恵久子 福島DSC 4 野地　雅人 渡辺　陽由 県北支部

5 野地　康雄 野地　恵 福島DSC 5 折笠　正明 早川　しのぶ 福島DSC

6 熊谷　義昭 熊谷　正子 福島DSC 6 氏家　健治 氏家　明子 福島DSC

6 古川　勲 川村　京子 相双支部 7 大内　彰 大内　まい 県北支部

8 中村　松夫 仲村　栄子 福島DSC 8 佐藤　浩美 柳内　京子 県中支部

9 折笠　正明 早川　しのぶ 福島DSC 9 吉成　真五郎 金子　公子 県中支部

9 仲川　堅悦 岩田　ケサ子 県中支部 10 佐川　多考 小野　真知子 いわき支部

9 結城　定春 春山　栄子 県中支部

　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　                                 2008年 福島県ランキングベスト １０

　ス　　タ　　ン　　ダ　ー　ド 　　ラ　　　　テ　　　　　ン
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 齋藤　弘美 齋藤　久美 県中支部 1 熊谷　義昭 熊谷　正子 福島DSC

2 玉木　光博 玉木　恵久子 福島DSC 1 坂本　弘文 坂本　純子 いわき支部

3 渡部　松雄 草野　秀子 福島DSC 3 古川　勲 川村　京子 相双支部

4 熊谷　義昭 熊谷　正子 福島DSC 4 吉成　真五郎 金子　公子 県中支部

5 古川　勲 川村　京子 相双支部 5 氏家　健冶 氏家　明子 福島DSC

6 結城　定春 春山　栄子 県中支部 6 竹内　大夢 竹内　優美 福島DSC

7 野地　康雄 野地　恵 福島DSC 7 富永　　哲 富永　由紀 県中支部

8 折笠　正明 早川　しのぶ 福島DSC 8 中島　栄英 岩月　里恵 相双支部

8 髙木　成年 高橋　美江 福島DSC 9 折笠　正明 早川　しのぶ 福島DSC

8 富永　哲 村松　弘子 県中支部 10 伊藤　和彦 王　彬　　　 県中支部

10 大内　彰 大内　まい 県北支部

10 大谷　耕作 小松　千賀子　 いわき支部

                                                      2007年 福島県ランキングベスト １０

　ス　　タ　　ン　　ダ　ー　ド 　　ラ　　　　テ　　　　　ン
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 熊谷　義昭 熊谷　正子 福島ＤＳＣ 1 坂本　弘文 坂本　純子 いわき支部

2 竹内　大夢 竹内　優美 福島ＤＳＣ 1 竹内　大夢 竹内　優美 福島ＤＳＣ

2 渡部　松雄 草野　秀子 福島ＤＳＣ 3 熊谷　義昭 熊谷　正子 福島ＤＳＣ

4 玉木　光博 玉木　恵久子 福島ＤＳＣ 3 富永　哲 富永　由紀 県中支部

4 野地　康雄 野地　恵 福島ＤＳＣ 5 古川　勲 川村　京子 相双支部

4 古川　勲 川村　京子 相双支部 6 佐藤　浩美 柳内　京子　 県中支部

7 折笠　正明 早川　しのぶ 福島ＤＳＣ 7 氏家　健治 氏家　明子 福島ＤＳＣ

7 佐藤　浩美 柳内　京子 県中支部 7 和知　重信 和知　嘉栄 福島ＤＳＣ

7 富永　哲 富永　由紀 県中支部 9 折笠　正明 早川　しのぶ 福島ＤＳＣ

10 結城　定春 春山　栄子　 県中支部 10 佐藤　吉明 後藤　千枝 県北支部

10 玉木　光博 玉木　恵久子 福島ＤＳＣ

         2006年 福島県ランキングベスト １０

　ス　　タ　　ン　　ダ　ー　ド 　　ラ　　　　テ　　　　　ン
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 齋藤　弘美 齋藤　久美 県中支部 1 竹内　大夢 竹内　優美 福島ＤＳＣ

2 熊谷　義昭 熊谷　正子 福島ＤＳＣ 2 富永　哲 富永　由紀 県中支部

2 竹内　大夢 竹内　優美 福島ＤＳＣ 3 熊谷　義昭 熊谷　正子 福島ＤＳＣ

4 玉木　光博 玉木　恵久子 福島ＤＳＣ 4 古川　勲 川村　京子 相双支部

5 渡部　松雄 草野　秀子 福島ＤＳＣ 5 和知　重信 和知　嘉栄 福島ＤＳＣ

6 野地　康雄 野地　恵 福島ＤＳＣ 6 佐藤　浩美 柳内　京子 県中支部

6 古川　勲 川村　京子 相双支部 7 玉木　光博 玉木　恵久子 福島ＤＳＣ

8 中村　松夫 仲村　栄子 福島ＤＳＣ 8 折笠　正明 早川　しのぶ 福島ＤＳＣ

9 氏家　健治 氏家　明子 福島ＤＳＣ 8 氏家　健治 氏家　明子 福島ＤＳＣ

9 中川　堅悦 岩田　ケサ子 県中支部 10 坂本　弘文 坂本　純子 いわき支部


