
大　会　名：2017ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝﾀﾞﾝｽ選手権大会

競技会ｺｰﾄﾞ：170312

開催年月日：平成２９年３月１２日

会　　　場：グランドプリンスホテル新高輪「飛天」

主　　　催：ＮＰＯ法人ＪＣＦ東部総局

　　審査員　1	毛塚鉄雄
　　　　　　2	山本千恵子
　　　　　　3	篠田雅子
　　　　　　4	馬場明男
　　　　　　5	藤岡明美
　　　　　　6	出口弘道
　　　　　　7	天野博文
　　　　　　8	藤岡啓二
　　　　　　9	海宝修
　　　　　　10	天野京子
　　　　　　11	児玉光三
　　　　　　12	千田修治
　　　　　　13	鈴木愛弓
　　　　　　14	矢部行英
　　　　　　15	柳田哲郎
　　　　　　16	村上勝彦
　　　　　　17	篠田健一
　　　　　　18	下川和明
　　　　　　19	桜本和夫
　　　　　　20	大村淳毅
　　　　　　21	武田まゆみ
　　　　　　22	山本英美
　　　　　　23	一村浩祐
　　　　　　24	安田岳史
　　　　　　25	山野清史
　　　　　　26	近藤寿孝
　　　　　　27	大屋勝博
　　　　　　28	彼ノ矢朋子
　　　　　　29	古屋裕夫
　　　　　　30	中嶋智孝
　　　　　　31	恵納幸子
　　　　　　32	新川紘子
　　　　　　33	清水寿恵
　　　　　　34	忠鉢敏
　　　　　　35	大山忠政
　　　　　　36	本間崇元
　　　　　　37	中村英津子
　　　　　　38	中泉繁
　　　　　　39	大野正幸
　　　　　　40	竹森修
　　　　　　41	小林康子
　　　　　　42	尾崎みずほ
　　　　　　43	平岡勉
　　　　　　44	谷平国昭

------------------------------------------------------------------------------
ﾌﾟﾛ･ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ･ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝﾀﾞﾝｽ選手権･ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ総合　出場：125組　種目：WTVFQ
------------------------------------------------------------------------------

　　　	1		
背番号				5種目総合	
　　１	3			3.0	３
　１４	1			1.0	１
１２２	2			2.0	２

【最終結果】

　背番号　リーダー　								パートナー　						所属　　　　　　　　　　　成績
　　　１　中嶋　秀樹						　中嶋　美喜						　コダマ・ボールルームダン　決勝　３位
　　１４　庄司　浩太						　庄司　名美						　高田馬場　山野ダンススク　決勝　１位
　１２２　三浦　大輔						　三浦　美和子				　海宝ダンススクール						　決勝　２位

　　※詳細は、PDFﾌｧｲﾙをご参照ください。

------------------------------------------------------------------------------
ﾌﾟﾛ･ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ･ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝﾀﾞﾝｽ選手権･ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ(Ｗ)　出場：120組　種目：Ｗ
------------------------------------------------------------------------------

【１次予選】

　　　	1		3		5		7		9		11	13	15	17	19	21	
背番号	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		得点	順位	判定
　　１	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				11　		1	CALL
　　２	W		W		W		W		W		W		W		W		W		.		W				10　	45	CALL
　　３	W		.		.		.		.		.		W		.		.		W		W					4　	84		−
　　４	W		W		W		.		W		W		.		.		W		W		.					7　	76	CALL
　　５	.		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				10　	45	CALL
　　６	.		.		W		.		.		.		.		.		.		.		.					1　102		−
　　７	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				11　		1	CALL
　　８	.		W		W		W		W		W		W		W		W		.		W					9　	55	CALL
　　９	.		.		.		W		.		.		.		W		.		W		.					3　	90		−
　１０	W		W		.		W		W		W		W		W		W		.		W					9　	55	CALL
　１１	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				11　		1	CALL
　１２	.		.		.		.		.		.		.		.		.		W		.					1　102		−
　１３	W		.		W		W		W		W		W		W		.		.		.					7　	76	CALL
　１４	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				11　		1	CALL
　１５	.		.		W		.		.		.		.		.		.		.		.					1　102		−
　１６	W		W		W		W		W		W		W		.		W		W		.					9　	55	CALL
　１７	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				11　		1	CALL
　１８	W		W		W		W		W		W		.		W		.		W		W					9　	55	CALL
　１９	W		W		W		W		.		W		.		W		W		.		W					8　	67	CALL
　２０	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				11　		1	CALL
　２１	.		.		.		.		.		.		W		.		.		W		.					2　	98		−
　２２	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				11　		1	CALL
　２３	W		.		.		.		.		.		.		.		W		.		W					3　	90		−
　２４	W		W		.		W		W		W		W		W		W		W		W				10　	45	CALL
　２５	W		W		W		W		W		W		W		.		.		W		.					8　	67	CALL
　２６	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				11　		1	CALL
　２７	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				11　		1	CALL
　２８	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				11　		1	CALL
　２９	.		.		.		.		.		W		.		.		W		W		W					4　	84		−
　３０	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　111		−
　３１	.		.		.		.		.		.		.		W		W		.		.					2　	98		−



　３２	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				11　		1	CALL
　３３	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		W					1　102		−
　３４	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				11　		1	CALL
　３５	W		W		W		W		W		W		W		W		W		.		W				10　	45	CALL
　３６	.		W		.		W		W		.		W		W		.		W		.					6　	80	CALL
　３７	W		W		W		W		.		.		W		W		W		.		W					8　	67	CALL
　３８	.		.		.		.		.		.		.		.		W		.		.					1　102		−
　３９	W		.		.		.		W		.		.		W		.		W		.					4　	84		−
　４０	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				11　		1	CALL
　４１	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				11　		1	CALL
　４２	.		.		.		.		W		.		.		.		.		W		.					2　	98		−
　４３	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				11　		1	CALL
　４５	.		W		.		.		.		.		.		.		.		.		.					1　102		−
　４６	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				11　		1	CALL
　４７	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				11　		1	CALL
　４８	.		.		W		.		.		.		.		.		.		.		.					1　102		−
　４９	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				11　		1	CALL
　５０	W		W		W		W		W		W		W		.		W		W		.					9　	55	CALL
　５１	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　111		−
　５２	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				11　		1	CALL
　５３	.		W		W		W		.		W		W		W		.		W		W					8　	67	CALL
　５４	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				11　		1	CALL
　５５	W		W		W		W		W		.		W		.		W		W		W					9　	55	CALL
　５６	.		.		.		.		W		.		.		.		.		W		W					3　	90		−
　５７	.		W		W		.		.		W		W		W		.		.		W					6　	80	CALL
　５８	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				11　		1	CALL
　５９	.		.		.		.		.		W		.		W		W		.		W					4　	84		−
　６１	W		W		.		W		W		W		W		W		W		W		W				10　	45	CALL
　６２	W		.		W		W		W		W		W		W		W		.		.					8　	67	CALL
　６３	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　111		−
　６４	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				11　		1	CALL
　６５	.		.		.		W		.		.		.		W		W		.		W					4　	84		−
　６７	W		W		W		.		W		W		W		W		.		W		W					9　	55	CALL
　６８	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				11　		1	CALL
　６９	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　111		−
　７０	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				11　		1	CALL
　７１	.		.		.		.		.		.		.		.		W		W		.					2　	98		−
　７２	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				11　		1	CALL
　７３	W		.		.		W		W		W		W		.		W		.		W					7　	76	CALL
　７４	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				11　		1	CALL
　７５	W		W		W		W		W		W		W		W		.		W		.					9　	55	CALL
　７６	W		.		W		W		W		W		W		W		W		.		W					9　	55	CALL
　７７	W		W		.		.		W		W		W		.		W		W		.					7　	76	CALL
　７８	W		W		W		W		W		.		W		W		.		W		W					9　	55	CALL
　７９	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				11　		1	CALL
　８０	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				11　		1	CALL
　８１	.		W		W		.		.		W		.		W		.		.		W					5　	83		−
　８２	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				11　		1	CALL
　８３	.		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				10　	45	CALL
　８４	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　111		−
　８５	.		.		.		.		.		W		.		.		W		W		.					3　	90		−
　８６	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				11　		1	CALL
　８７	.		W		.		.		.		.		.		.		.		.		.					1　102		−
　８８	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				11　		1	CALL
　８９	W		.		W		W		W		.		.		.		W		W		.					6　	80	CALL
　９０	.		W		W		W		.		W		W		W		.		W		W					8　	67	CALL
　９１	W		.		.		.		.		.		.		W		W		.		W					4　	84		−
　９２	W		.		.		.		W		W		W		W		W		W		W					8　	67	CALL
　９４	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				11　		1	CALL
　９５	W		W		W		W		W		W		W		.		W		W		W				10　	45	CALL
　９６	.		W		W		.		W		.		.		.		.		.		.					3　	90		−
　９７	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				11　		1	CALL
　９８	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				11　		1	CALL
　９９	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　111		−
１００	.		W		.		.		.		.		W		W		.		.		.					3　	90		−
１０１	W		.		W		W		W		W		W		W		W		W		W				10　	45	CALL
１０２	.		W		.		.		.		.		.		.		.		.		.					1　102		−
１０３	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				11　		1	CALL
１０４	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				11　		1	CALL
１０５	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　111		−
１０６	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				11　		1	CALL
１０７	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				11　		1	CALL
１０８	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　111		−
１０９	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				11　		1	CALL
１１０	W		W		W		W		.		W		.		W		W		W		.					8　	67	CALL
１１１	W		.		.		.		W		.		.		.		.		.		W					3　	90		−
１１２	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				11　		1	CALL
１１３	W		.		W		W		W		W		W		W		W		.		W					9　	55	CALL
１１５	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				11　		1	CALL
１１６	W		W		W		W		.		.		.		W		W		W		W					8　	67	CALL
１１７	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				11　		1	CALL
１１８	W		W		W		W		W		W		W		.		.		W		W					9　	55	CALL
１１９	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				11　		1	CALL
１２０	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　111		−
１２１	.		.		.		W		.		.		W		.		.		W		.					3　	90		−
１２２	W		W		W		W		W		W		W		W		W		.		W				10　	45	CALL
１２３	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　111		−
１２４	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		.				10　	45	CALL
１２５	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				11　		1	CALL

【２次予選】

　　　	1		3		5		7		9		11	13	15	17	19	21	
背番号	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		得点	順位	判定
　　１	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				11　		1	CALL
　　２	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				11　		1	CALL
　　４	.		.		.		.		.		.		.		.		W		.		.					1　	71		−
　　５	W		.		W		.		.		.		.		W		.		W		W					5　	47	CALL
　　７	.		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				10　	17	CALL
　　８	.		.		.		.		W		.		.		.		.		W		.					2　	66		−
　１０	.		.		.		.		W		W		W		.		.		.		.					3　	61		−
　１１	.		W		.		.		.		.		.		.		.		.		.					1　	71		−
　１３	W		.		.		W		W		W		W		.		W		W		W					8　	31	CALL
　１４	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				11　		1	CALL
　１６	.		.		W		W		.		W		.		.		.		.		W					4　	53		−
　１７	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				11　		1	CALL
　１８	W		W		.		.		.		.		.		W		W		.		.					4　	53		−
　１９	W		W		W		W		.		.		.		W		.		.		.					5　	47	CALL
　２０	W		W		W		.		W		W		W		.		W		.		W					8　	31	CALL
　２２	W		W		W		W		W		W		W		W		.		W		W				10　	17	CALL
　２４	.		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				10　	17	CALL
　２５	.		.		.		.		W		.		W		.		.		W		.					3　	61		−
　２６	W		.		W		W		.		W		W		.		W		.		W					7　	40	CALL
　２７	W		W		W		.		W		.		W		W		.		.		.					6　	45	CALL
　２８	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				11　		1	CALL
　３２	.		W		.		W		.		W		W		W		W		W		.					7　	40	CALL
　３４	W		W		W		W		W		.		W		W		.		W		W					9　	26	CALL
　３５	W		W		.		.		.		.		.		.		.		.		W					3　	61		−



　３６	.		.		.		.		.		.		.		.		W		.		.					1　	71		−
　３７	.		.		.		W		.		.		.		.		.		.		.					1　	71		−
　４０	.		.		.		.		.		W		.		W		W		W		W					5　	47	CALL
　４１	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				11　		1	CALL
　４３	W		W		W		W		W		W		W		W		W		.		W				10　	17	CALL
　４６	W		W		.		.		W		W		W		W		W		.		W					8　	31	CALL
　４７	.		.		.		.		.		.		.		.		.		W		.					1　	71		−
　４９	W		.		W		.		W		.		.		.		W		.		.					4　	53		−
　５０	W		W		.		W		.		.		.		.		.		.		.					3　	61		−
　５２	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				11　		1	CALL
　５３	.		.		.		.		.		W		.		.		.		W		W					3　	61		−
　５４	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				11　		1	CALL
　５５	.		.		.		W		.		.		.		.		.		.		.					1　	71		−
　５７	.		.		.		.		.		.		.		W		.		W		.					2　	66		−
　５８	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				11　		1	CALL
　６１	.		.		W		W		W		W		W		W		W		W		W					9　	26	CALL
　６２	.		.		W		.		.		.		.		.		.		.		.					1　	71		−
　６４	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				11　		1	CALL
　６７	.		.		W		.		.		.		W		.		.		.		.					2　	66		−
　６８	W		W		W		W		W		W		W		.		W		.		.					8　	31	CALL
　７０	W		.		.		W		W		W		W		W		W		W		W					9　	26	CALL
　７２	.		.		.		W		.		W		.		.		.		W		W					4　	53		−
　７３	.		.		.		W		W		.		W		W		.		.		W					5　	47	CALL
　７４	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				11　		1	CALL
　７５	.		W		W		.		W		W		W		W		W		W		.					8　	31	CALL
　７６	W		W		.		.		.		.		.		.		W		W		.					4　	53		−
　７７	.		.		.		.		W		.		.		.		.		.		.					1　	71		−
　７８	.		.		.		.		.		.		.		.		.		W		.					1　	71		−
　７９	W		W		W		.		.		W		.		W		W		W		W					8　	31	CALL
　８０	W		W		W		W		W		W		W		W		.		W		W				10　	17	CALL
　８２	W		W		W		.		.		W		.		W		W		.		W					7　	40	CALL
　８３	W		W		W		W		W		W		W		W		W		.		W				10　	17	CALL
　８６	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		.				10　	17	CALL
　８８	.		W		W		.		W		W		W		W		W		W		.					8　	31	CALL
　８９	.		.		W		.		.		.		.		.		.		.		.					1　	71		−
　９０	.		W		W		.		.		.		.		W		W		.		.					4　	53		−
　９２	W		.		.		.		W		.		.		.		.		.		.					2　	66		−
　９４	W		.		.		W		W		W		W		W		W		.		W					8　	31	CALL
　９５	.		.		.		W		.		.		.		.		.		.		.					1　	71		−
　９７	W		W		W		W		W		.		W		W		W		W		W				10　	17	CALL
　９８	W		W		.		.		.		W		W		.		W		W		W					7　	40	CALL
１０１	.		.		.		.		W		W		.		.		.		W		W					4　	53		−
１０３	W		W		W		W		.		W		W		W		W		W		W				10　	17	CALL
１０４	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				11　		1	CALL
１０６	W		W		W		W		W		.		W		W		.		W		W					9　	26	CALL
１０７	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				11　		1	CALL
１０９	W		.		W		W		.		W		.		W		W		W		W					8　	31	CALL
１１０	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　	82		−
１１２	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				11　		1	CALL
１１３	.		W		W		W		W		.		W		.		.		.		W					6　	45	CALL
１１５	W		W		W		W		W		W		W		.		W		W		.					9　	26	CALL
１１６	.		.		.		.		.		W		.		W		.		.		.					2　	66		−
１１７	W		W		.		W		W		W		W		W		.		.		.					7　	40	CALL
１１８	.		.		W		W		.		.		.		W		W		.		W					5　	47	CALL
１１９	W		W		.		W		W		.		.		.		.		W		.					5　	47	CALL
１２２	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				11　		1	CALL
１２４	.		.		.		.		.		.		W		.		W		W		W					4　	53		−
１２５	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				11　		1	CALL

【３次予選】

　　　	1		3		5		7		9		11	13	15	17	19	21	
背番号	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		得点	順位	判定
　　１	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				11　		1	CALL
　　２	W		W		.		.		.		W		.		W		.		.		.					4　	39		−
　　５	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　	52		−
　　７	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				11　		1	CALL
　１３	W		.		W		W		.		.		.		.		W		W		W					6　	29	CALL
　１４	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				11　		1	CALL
　１７	W		W		.		W		W		W		W		.		W		W		W					9　	15	CALL
　１９	.		.		.		W		.		.		.		W		.		.		.					2　	46		−
　２０	W		.		W		.		W		W		.		W		W		.		W					7　	25	CALL
　２２	.		.		W		W		W		W		W		.		.		W		.					6　	29	CALL
　２４	.		W		W		W		W		W		W		W		.		W		W					9　	15	CALL
　２６	.		W		.		W		.		.		W		.		W		W		.					5　	35		−
　２７	W		W		W		.		W		.		.		W		W		.		.					6　	29	CALL
　２８	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				11　		1	CALL
　３２	.		.		W		W		.		.		.		W		.		.		.					3　	42		−
　３４	W		W		.		W		.		.		W		W		.		.		W					6　	29	CALL
　４０	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		W					1　	50		−
　４１	W		W		W		W		.		W		W		W		W		W		W				10　	10	CALL
　４３	.		.		W		W		.		.		.		.		W		.		.					3　	42		−
　４６	W		W		W		.		W		W		W		W		.		.		.					7　	25	CALL
　５２	W		.		W		W		W		W		W		.		W		W		.					8　	20	CALL
　５４	W		W		W		.		W		W		W		W		W		W		W				10　	10	CALL
　５８	W		W		W		.		.		W		W		W		W		W		W					9　	15	CALL
　６１	.		.		.		.		W		.		.		W		W		W		W					5　	35		−
　６４	W		W		.		W		W		W		W		W		W		W		W				10　	10	CALL
　６８	W		W		.		W		W		W		W		.		.		W		.					7　	25	CALL
　７０	W		W		W		W		W		W		W		.		W		W		W				10　	10	CALL
　７３	W		.		W		.		W		.		.		W		W		.		W					6　	29	CALL
　７４	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				11　		1	CALL
　７５	.		.		.		.		W		W		.		.		.		W		W					4　	39		−
　７９	.		W		W		.		.		W		.		W		.		.		.					4　	39		−
　８０	W		W		.		W		W		W		W		W		.		W		W					9　	15	CALL
　８２	.		.		W		W		.		W		W		.		W		W		W					7　	25	CALL
　８３	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				11　		1	CALL
　８６	.		.		.		.		W		.		.		.		.		.		.					1　	50		−
　８８	.		.		.		.		.		.		W		.		W		W		.					3　	42		−
　９４	W		W		W		W		W		W		W		W		W		.		W				10　	10	CALL
　９７	W		W		.		W		W		W		W		W		W		W		.					9　	15	CALL
　９８	.		W		.		.		.		.		.		.		.		.		W					2　	46		−
１０３	.		.		.		.		.		.		W		W		W		W		W					5　	35		−
１０４	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				11　		1	CALL
１０６	.		.		.		.		W		.		.		.		.		W		.					2　	46		−
１０７	W		W		W		W		W		.		W		.		W		W		.					8　	20	CALL
１０９	W		.		W		W		.		W		.		W		.		.		W					6　	29	CALL
１１２	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				11　		1	CALL
１１３	.		W		W		W		W		.		W		.		.		.		.					5　	35		−
１１５	W		.		W		W		W		W		W		W		.		.		W					8　	20	CALL
１１７	W		W		.		.		W		W		W		W		W		.		W					8　	20	CALL
１１８	.		.		W		W		.		.		.		.		.		.		.					2　	46		−
１１９	.		W		.		.		.		.		.		.		W		W		.					3　	42		−
１２２	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				11　		1	CALL
１２５	W		W		W		.		.		W		.		W		W		W		W					8　	20	CALL

【４次予選】



　　　	1		3		5		7		9		11	13	15	17	19	21	
背番号	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		得点	順位	判定
　　１	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				11　		1	CALL
　　７	.		.		W		W		.		W		.		.		W		.		W					5　	15	CALL
　１３	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　	33		−
　１４	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				11　		1	CALL
　１７	.		.		.		.		W		W		.		W		.		W		W					5　	15	CALL
　２０	.		.		.		.		W		.		.		.		W		.		.					2　	25		−
　２２	.		.		W		.		.		.		.		.		.		.		.					1　	30		−
　２４	.		W		.		.		.		.		W		W		.		.		.					3　	22		−
　２７	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　	33		−
　２８	W		.		W		W		W		W		W		W		W		W		W				10　		5	CALL
　３４	W		W		.		.		.		.		.		.		.		.		.					2　	25		−
　４１	W		W		W		W		W		W		W		.		W		W		W				10　		5	CALL
　４６	.		W		.		.		.		.		.		.		.		.		.					1　	30		−
　５２	W		.		W		W		W		.		.		.		W		W		.					6　	13	CALL
　５４	.		W		.		W		.		W		.		W		.		.		.					4　	18		−
　５８	W		.		.		.		.		W		W		W		W		W		W					7　	11	CALL
　６４	W		W		W		W		W		.		W		W		.		.		W					8　		8	CALL
　６８	W		.		.		W		.		W		W		.		.		.		.					4　	18		−
　７０	.		.		W		.		W		.		W		.		.		.		.					3　	22		−
　７３	.		.		.		.		.		.		.		W		.		W		W					3　	22		−
　７４	.		.		W		W		.		.		.		W		W		.		.					4　	18		−
　８０	W		W		.		W		.		.		W		W		.		W		.					6　	13	CALL
　８２	.		.		.		.		.		.		.		.		.		W		W					2　	25		−
　８３	.		W		W		.		W		W		W		W		W		.		W					8　		8	CALL
　９４	W		W		.		.		W		W		W		W		W		.		W					8　		8	CALL
　９７	W		.		.		.		W		W		.		.		.		W		.					4　	18		−
１０４	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				11　		1	CALL
１０７	.		.		.		W		.		W		.		.		.		.		.					2　	25		−
１０９	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		W					1　	30		−
１１２	W		W		W		W		W		W		W		.		W		W		.					9　		7	CALL
１１５	W		W		W		W		.		.		W		W		W		.		.					7　	11	CALL
１１７	.		.		.		.		.		.		.		.		.		W		W					2　	25		−
１２２	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				11　		1	CALL
１２５	.		W		W		.		W		.		.		.		W		W		.					5　	15	CALL

【準決勝】

　　　	1		3		5		7		9		11	13	15	17	19	21	
背番号	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		得点	順位	判定
　　１	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		.				10　		3	CALL
　　７	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　	14		−
　１４	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				11　		1	CALL
　１７	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		W					1　	12		−
　２８	.		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				10　		3	CALL
　４１	.		.		W		.		.		W		W		.		W		W		.					5　		9		−
　５２	W		.		.		W		.		.		.		.		.		W		.					3　	11		−
　５８	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　	14		−
　６４	.		W		.		.		W		.		.		W		.		.		W					4　	10		−
　８０	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　	14		−
　８３	W		.		.		W		W		W		W		W		W		.		W					8　		6	CALL
　９４	.		W		W		W		W		W		W		W		.		.		W					8　		6	CALL
１０４	W		W		W		.		W		W		W		W		W		W		W				10　		3	CALL
１１２	W		W		W		W		.		.		.		.		W		W		.					6　		8	CALL
１１５	W		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					1　	12		−
１２２	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W				11　		1	CALL
１２５	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　	14		−

【決　勝】

　　　	1		3		5		7		9		11	13	15	17	19	21	
背番号	W		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W			Ｗ	総合
　　１	4		4		3		4		3		3		3		5		3		4		6			3.0	３
　１４	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1			1.0	１
　２８	7		8		4		3		5		5		6		4		6		5		5			5.0	５
　８３	5		7		5		5		6		6		5		6		5		8		3			6.0	６
　９４	8		6		8		6		7		7		4		7		8		7		7			7.0	７
１０４	3		2		6		7		4		4		7		2		4		3		4			4.0	４
１１２	6		5		7		8		8		8		8		8		7		6		8			8.0	８
１２２	2		3		2		2		2		2		2		3		2		2		2			2.0	２

【最終結果】

　背番号　リーダー　								パートナー　						所属　　　　　　　　　　　成績
　　　１　中嶋　秀樹						　中嶋　美喜						　コダマ・ボールルームダン　決勝　３位
　　　２　山本　純一郎				　田上　佳代子				　山本かおるダンス教室				　３次
　　　３　河合　雄大						　磯江　麻衣						　フジワラダンスアカデミー　１次
　　　４　西山　三男						　西山　雅代						　ダンススタジオ西山						　２次
　　　５　菊池　和春						　酒井　恵美						　ダンスジャルダン大						　３次
　　　６　林　俊徳								　林　曜子								　ホールセントラル								　１次
　　　７　小野　大輔						　中村　佳菜						　サードダンススクール				　準決
　　　８　岩田　亮二						　加ǹ　万智						　青柳ダンスアカデミー				　２次
　　　９　佐藤　雅史						　福田　淳子						　アマノダンスクラブ						　１次
　　１０　赤峰　忠明						　赤峰　えりこ				　RIZダンススクール							　２次
　　１１　吉川　雅博						　木村　まり子				　スタジオR															　２次
　　１２　沖野　智征						　中村　綾子						　ダンススクール	ロイヤル	　１次
　　１３　林　雅也								　大嶋　香里						　ケヅカテツオダンスアカデ　４次
　　１４　庄司　浩太						　庄司　名美						　高田馬場　山野ダンススク　決勝　１位
　　１５　石田　武								　奥山　淑子						　ダンスフォレスト								　１次
　　１６　楠谷　喜洋						　楠谷　恵								　片山ダンススクール						　２次
　　１７　鈴木　肖生						　鈴木　みゆき				　スズキノリオダンスカンパ　準決
　　１８　田口　裕登						　榎田　真麻						　ダンス教室エイト								　２次
　　１９　水口　直哉						　水口　理佳子				　ミズグチダンススクール		　３次
　　２０　木村　嘉宏						　木村　敦子						　海宝ダンススクール						　４次
　　２１　杉村　浩也						　山梨　智美						　スタジオwith寺井ダンスカ　１次
　　２２　光田　晋								　水元　美穂						　イシバシケンタダンススタ　４次
　　２３　三上　芳弘						　小山　百合子				　ダンススクールエメラルド　１次
　　２４　蛭田　康平						　山本　菜緒						　助川ダンス教室										　４次
　　２５　渡辺　勝彦						　加島　久乃						　渡辺勝彦ダンス教室						　２次
　　２６　宮川　祐也						　宮川　友里子				　中田ダンススクール						　３次
　　２７　蜷川　勝俊						　新妻　由紀						　踊場Studioスカイ								　４次
　　２８　Shao	Shuai						　田中　彩恵						　ヨコミチダンスプラザ				　決勝　５位
　　２９　当麻　眞示						　木村　佳代子				　横浜ダンス学院										　１次
　　３０　川口　剛								　小寺　春香						　																								　１次
　　３１　加藤　一雄						　鈴木　悦子						　スタジオ・ベル										　１次
　　３２　楢林　明博						　糸山　由里子				　コレットダンススタジオ		　３次
　　３３　勝俣　広								　札　京子								　蔵の街ダンススタジオFuda　１次
　　３４　林　俊喬								　竹森　舞								　千田修治ソシアルダンスカ　４次
　　３５　世古宗　弘一				　世古宗　友子				　セコムネ	ダンス	フィール　２次
　　３６　迎　孝										　永野　瑞穂						　ダンススタジオ	ウエノ			　２次
　　３７　小林　修								　馬場先　陽子				　タグチマツオダンススクー　２次
　　３８　戸野倉　栄二				　山崎　秀子						　トノクラエイジダンススタ　１次
　　３９　佐久間　重行				　渋谷　春美						　海老原ダンススクール				　１次
　　４０　高柳　克久						　升本　真実						　																								　３次
　　４１　朝増　拓哉						　中川　千秋						　スズキイチロー・ダンスア　準決
　　４２　岡崎　可寿智				　矢ǹ　芳子						　																								　１次



　　４３　内山　良太						　内山　真由美				　ダンス教室エイト								　３次
　　４５　渡辺　康行						　村中　静枝						　ワタナベダンススタジオ		　１次
　　４６　正藤　隆史						　正藤　智子						　正藤ダンススクール						　４次
　　４７　杉山　勇								　杉山　美樹						　																								　２次
　　４８　中島　宗一						　佐久間　久美子		　																								　１次
　　４９　馬場　康宏						　馬場　真友美				　目黒駅前馬場ダンス教室		　２次
　　５０　安部　邦臣						　安部　弥美						　ダンススタジオファミリー　２次
　　５１　河内　俊典						　横井　洋子						　																								　１次
　　５２　富田　宗嗣						　富田　陽子						　トミタボールルームダンス　準決
　　５３　及川　考人						　�木　恭子						　銀座ソシアルダンシング		　２次
　　５４　岡　政宏								　笠松　舞奈						　ファミリアダンススポーツ　４次
　　５５　一条　まこと				　一条　みわこ				　一条ダンススタジオ						　２次
　　５６　川本　慶拓						　川本　やちこ				　ダンススタジオ	カワモト	　１次
　　５７　原田　博行						　原田　園子						　かまとり駅前ダンススクー　２次
　　５８　三上　和久						　川又　千佳						　サードダンススクール				　準決
　　５９　吉田　貴裕						　田中　真琴						　東宝ダンスホール								　１次
　　６１　清水　啓司						　疋田　貴子						　チョイスダンススタジオ		　３次
　　６２　鈴木　康友						　鈴木　海美						　高円寺	毛塚ダンス教室			　２次
　　６３　鋤柄　裕								　水口　操								　WINGダンススクール						　１次
　　６４　鈴木　啓								　古川　玲奈						　AIR	Dance	Lounge								　準決
　　６５　杉嶋　浩和						　小柳　麻里						　ECHO	DANCE	COMPANY						　１次
　　６７　西原　光熙						　西原　典子						　ニシハラコウキダンスアカ　２次
　　６８　豊島　慶一						　豊島　絵梨子				　Ciao	Dance														　４次
　　６９　城次　達也						　山地　直子						　ダンススタジオG									　１次
　　７０　櫻井　朝之						　木須　サオリ				　小嶋鉄治ダンススタジオ		　４次
　　７１　田屋　博之						　泉　由美								　コア・ダンススポーツクラ　１次
　　７２　畠山　貴弘						　日高　未奈巳				　小浜ダンスプラザ平塚北口　２次
　　７３　王野　振稔						　王野　亜紀						　ミウラダンス教室								　４次
　　７４　藤原　全史						　増田　恵実						　フジワラダンスアカデミー　４次
　　７５　森　雅寿								　井上　友花						　ツダダンス														　３次
　　７６　山西　貴之						　山西　弥生						　ダンス教室エイト								　２次
　　７７　飯塚　宏樹						　飯塚　優子						　ダンススタジオ飯塚						　２次
　　７８　宇土　曜史						　伊藤　未途						　ダンス	スタジオ	アジール　２次
　　７９　本多　覚								　本多　美季						　DANCE	PATIO	T&T									　３次
　　８０　池本　則恒						　樫本　真実						　イケモトダンスワールド		　準決
　　８１　天野　功								　天野　麻美子				　アマノダンススクール				　１次
　　８２　高橋　団								　姫見　麻未						　シライシダンススタジオ		　４次
　　８３　樋口　暢哉						　柴田　早綾香				　ミヤジマヒデユキダンスス　決勝　６位
　　８４　佐藤　功								　赤石　恒子						　ワールドステップ								　１次
　　８５　上妻　秀典						　大神　ひとみ				　スタジオ	アンゲリック			　１次
　　８６　越川　真人						　越川　民子						　コシカワダンススクール		　３次
　　８７　青柳　隆史						　朝日奈　ゑリ				　ダンス大塚会館										　１次
　　８８　新里　真明						　新里　久美子				　ニイザトダンスアカデミー　３次
　　８９　内田　真史						　小村　明美						　小村ダンスファクトリ				　２次
　　９０　長島　玄起						　鈴木　英香						　タカマツダンススクール		　２次
　　９１　山口　慎介						　千波　杏奈						　スタジオWITH寺井ダンスカ　１次
　　９２　東　晋一								　東　耀子								　アドバンスダンススタジオ　２次
　　９４　水出　光								　雨宮　可奈						　矢部行英ダンスカンパニー　決勝　７位
　　９５　佐藤　準一						　金澤　美子						　サトウダンスアカデミー		　２次
　　９６　加藤　眞一						　秋谷　くみ						　松竹ダンスプラザ								　１次
　　９７　大村　隼								　大村　素子						　京橋ダンススクール						　４次
　　９８　大竹　道雄						　高田　美穂子				　オオタケダンススクール		　３次
　　９９　野田　庄司						　島岡　多恵子				　ＮＯＤＡダンススクール		　１次
　１００　栗原　秀雄						　大山　聡子						　栗原ダンス倶楽部								　１次
　１０１　遠藤　秀和						　土屋　美哉						　エンドウヒデカズ	ダンス	　２次
　１０２　津々路　大介				　津々路　恭子				　ミホソシアルダンス						　１次
　１０３　岩佐　晃次						　若木　敬子						　イワサコウジ・ダンスアカ　３次
　１０４　臼井　一史						　臼井　恵								　サカネダンススクール				　決勝　４位
　１０５　古賀　晴夫						　中村　順子						　ダンスフレンド夢								　１次
　１０６　石川　浩之						　菅野　純代						　イシカワヒロユキダンスス　３次
　１０７　木村　勇								　伊藤　瑞穂						　ケヅカテツオダンスアカデ　４次
　１０８　一條　正雄						　小林　良子						　																								　１次
　１０９　池田　彰宏						　小島　律子						　池田ダンススタジオ						　４次
　１１０　松田　時和						　佐原　佑衣						　ダンススクール	ロイヤル	　２次
　１１１　藤村　寿志						　福島　洋子						　																								　１次
　１１２　石原　正敏						　横山　晴巳						　サードダンススクール				　決勝　８位
　１１３　石井　誠治						　水摩　あさみ				　ダンス教室エイト								　３次
　１１５　小平　寛								　上村　美保						　コダイラヒロシダンススク　準決
　１１６　打越　美智夫				　打越　珠恵						　ウチコシミチオダンススタ　２次
　１１７　永堀　隆幸						　上原　翼								　嶺岸ソシアルダンスカンパ　４次
　１１８　片山　雄暉						　片山　法子						　片山ダンススクール						　３次
　１１９　吉村　真治						　吉村　美恵子				　アマノダンスクラブ						　３次
　１２０　柳沢　昭男						　安田　郁子						　柳沢ダンススクール						　１次
　１２１　田中　雄大						　小倉　さゆり				　																								　１次
　１２２　三浦　大輔						　三浦　美和子				　海宝ダンススクール						　決勝　２位
　１２３　高田　信行						　源田　貴子						　タカダダンススクール				　１次
　１２４　羽村　康弘						　中原　千景						　羽村ダンススクール						　２次
　１２５　斎藤　正志						　斎藤　佳代子				　サイトウダンスアカデミー　準決

------------------------------------------------------------------------------
ﾌﾟﾛ･ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ･ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝﾀﾞﾝｽ選手権･ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ(Ｔ)　出場：119組　種目：Ｔ
------------------------------------------------------------------------------

【１次予選】

　　　	1		3		5		7		9		11	13	15	17	19	21	
背番号	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		得点	順位	判定
　　１	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T				11　		1	CALL
　　２	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T				11　		1	CALL
　　３	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　109		−
　　４	.		T		T		.		T		T		.		.		T		T		T					7　	73	CALL
　　５	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T				11　		1	CALL
　　６	T		.		T		T		.		.		.		T		.		.		.					4　	90		−
　　７	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T				11　		1	CALL
　　８	.		.		.		.		T		T		.		T		T		T		T					6　	78	CALL
　　９	.		T		T		T		.		.		T		.		.		.		.					4　	90		−
　１０	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T				11　		1	CALL
　１１	T		T		T		T		T		T		T		T		T		.		T				10　	42	CALL
　１２	.		.		.		.		.		.		.		.		.		T		.					1　100		−
　１３	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T				11　		1	CALL
　１４	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T				11　		1	CALL
　１５	.		.		T		.		.		.		.		.		.		.		.					1　100		−
　１６	T		T		T		T		T		T		.		T		T		.		.					8　	65	CALL
　１７	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T				11　		1	CALL
　１８	T		T		T		.		T		T		.		.		T		.		T					7　	73	CALL
　１９	T		.		T		T		.		T		T		T		.		T		T					8　	65	CALL
　２０	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T				11　		1	CALL
　２１	T		.		.		.		.		.		T		.		.		T		.					3　	94		−
　２２	T		T		.		T		T		T		T		T		T		.		T					9　	55	CALL
　２３	T		.		T		.		.		.		T		.		.		T		.					4　	90		−
　２４	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T				11　		1	CALL
　２５	T		T		.		T		T		T		T		T		T		T		T				10　	42	CALL
　２６	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T				11　		1	CALL
　２７	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T				11　		1	CALL
　２８	T		T		T		T		T		T		T		T		T		.		T				10　	42	CALL
　２９	.		.		.		T		.		.		.		T		.		.		.					2　	98		−
　３０	.		.		.		.		.		.		.		.		.		T		.					1　100		−
　３１	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　109		−



　３２	T		.		T		T		T		T		T		T		T		T		T				10　	42	CALL
　３３	.		T		.		.		.		.		.		.		.		.		.					1　100		−
　３４	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T				11　		1	CALL
　３５	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T				11　		1	CALL
　３６	.		T		T		.		T		T		T		.		T		T		T					8　	65	CALL
　３７	.		T		T		T		.		.		T		T		T		T		T					8　	65	CALL
　３８	T		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					1　100		−
　３９	.		.		.		.		T		.		T		.		.		.		T					3　	94		−
　４０	.		T		T		T		T		T		T		T		T		.		T					9　	55	CALL
　４１	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T				11　		1	CALL
　４２	.		.		.		.		T		.		.		.		.		.		.					1　100		−
　４３	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T				11　		1	CALL
　４６	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T				11　		1	CALL
　４７	T		T		T		.		.		.		.		T		T		T		.					6　	78	CALL
　４８	.		.		.		.		.		.		.		.		.		T		.					1　100		−
　４９	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T				11　		1	CALL
　５０	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T				11　		1	CALL
　５１	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　109		−
　５２	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T				11　		1	CALL
　５３	.		T		T		T		T		T		T		.		T		T		T					9　	55	CALL
　５４	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T				11　		1	CALL
　５５	T		.		T		T		T		T		T		T		T		T		.					9　	55	CALL
　５６	.		.		.		.		.		.		T		T		.		.		T					3　	94		−
　５７	T		T		.		T		T		T		.		.		T		.		.					6　	78	CALL
　５８	T		T		T		T		T		T		T		T		.		T		T				10　	42	CALL
　５９	.		T		T		.		.		T		.		T		T		T		T					7　	73	CALL
　６１	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T				11　		1	CALL
　６２	T		T		T		T		T		.		T		T		.		T		T					9　	55	CALL
　６３	.		.		.		.		.		.		.		.		T		.		.					1　100		−
　６４	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T				11　		1	CALL
　６５	.		.		.		T		T		T		.		.		.		T		T					5　	87		−
　６７	T		T		T		T		T		.		T		.		T		T		.					8　	65	CALL
　６８	T		T		T		T		T		T		T		T		.		.		.					8　	65	CALL
　６９	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　109		−
　７０	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T				11　		1	CALL
　７１	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　109		−
　７２	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T				11　		1	CALL
　７３	T		T		T		T		T		T		T		T		T		.		T				10　	42	CALL
　７４	T		T		.		T		T		T		T		T		T		T		T				10　	42	CALL
　７５	.		T		T		T		.		T		T		T		T		T		T					9　	55	CALL
　７６	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T				11　		1	CALL
　７７	T		T		T		.		T		T		T		T		.		.		T					8　	65	CALL
　７８	.		T		T		T		T		.		T		T		T		T		T					9　	55	CALL
　７９	T		T		T		T		.		T		T		T		T		T		T				10　	42	CALL
　８０	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T				11　		1	CALL
　８１	.		T		T		T		.		T		.		T		T		.		.					6　	78	CALL
　８２	T		.		.		T		T		T		.		T		T		T		T					8　	65	CALL
　８３	T		T		T		T		T		.		T		T		T		.		T					9　	55	CALL
　８４	T		.		.		.		.		.		.		.		.		T		.					2　	98		−
　８５	T		.		.		T		T		T		T		.		.		T		.					6　	78	CALL
　８６	T		.		T		T		T		T		T		.		T		T		T					9　	55	CALL
　８７	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　109		−
　８８	.		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T				10　	42	CALL
　８９	T		.		T		.		T		T		.		T		.		T		T					7　	73	CALL
　９０	.		T		T		T		.		T		T		T		T		T		T					9　	55	CALL
　９１	.		T		T		.		.		.		.		T		T		.		T					5　	87		−
　９２	T		T		.		.		T		.		T		.		.		T		.					5　	87		−
　９４	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T				11　		1	CALL
　９５	T		.		T		T		T		T		T		.		.		.		.					6　	78	CALL
　９６	T		.		.		.		T		.		.		T		T		T		T					6　	78	CALL
　９７	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T				11　		1	CALL
　９８	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T				11　		1	CALL
　９９	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　109		−
１００	.		T		.		.		.		T		.		.		T		T		.					4　	90		−
１０１	T		T		T		T		T		T		T		T		T		.		T				10　	42	CALL
１０２	.		.		.		.		.		.		.		.		.		T		.					1　100		−
１０３	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T				11　		1	CALL
１０４	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T				11　		1	CALL
１０５	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　109		−
１０６	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T				11　		1	CALL
１０７	T		T		T		T		T		T		T		T		T		.		T				10　	42	CALL
１０８	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　109		−
１０９	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T				11　		1	CALL
１１０	T		.		.		.		.		.		T		T		T		T		T					6　	78	CALL
１１１	.		T		.		.		T		T		.		.		.		.		.					3　	94		−
１１２	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T				11　		1	CALL
１１３	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T				11　		1	CALL
１１５	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T				11　		1	CALL
１１６	T		T		.		T		.		.		T		T		T		T		.					7　	73	CALL
１１７	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T				11　		1	CALL
１１８	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T				11　		1	CALL
１１９	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T				11　		1	CALL
１２０	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　109		−
１２１	T		T		.		T		.		T		.		.		.		T		T					6　	78	CALL
１２２	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T				11　		1	CALL
１２３	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　109		−
１２４	T		.		T		T		T		T		T		T		T		T		T				10　	42	CALL
１２５	T		T		T		T		T		T		T		T		T		.		T				10　	42	CALL

【２次予選】

　　　	1		3		5		7		9		11	13	15	17	19	21	
背番号	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		得点	順位	判定
　　１	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T				11　		1	CALL
　　２	T		T		.		T		T		T		T		T		.		.		.					7　	39	CALL
　　４	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　	84		−
　　５	T		.		T		.		T		.		T		.		T		T		T					7　	39	CALL
　　７	T		.		T		T		T		T		T		T		T		T		T				10　	10	CALL
　　８	.		.		.		.		T		.		.		.		.		.		.					1　	75		−
　１０	.		.		.		.		.		T		T		.		.		.		.					2　	68		−
　１１	.		.		T		.		.		.		.		.		.		.		.					1　	75		−
　１３	T		T		T		T		.		.		T		T		T		T		.					8　	31	CALL
　１４	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T				11　		1	CALL
　１６	.		T		.		T		.		T		.		.		.		.		T					4　	53		−
　１７	T		T		T		T		T		T		.		T		T		T		T				10　	10	CALL
　１８	.		T		.		.		.		.		.		.		T		.		.					2　	68		−
　１９	.		.		.		T		.		.		.		T		.		T		.					3　	60		−
　２０	T		T		.		.		T		T		T		T		T		T		T					9　	23	CALL
　２２	.		T		T		T		T		T		T		.		.		T		T					8　	31	CALL
　２４	.		T		T		.		T		T		T		T		T		T		T					9　	23	CALL
　２５	.		.		.		.		T		.		.		.		.		.		.					1　	75		−
　２６	.		T		T		T		.		T		.		T		T		T		.					7　	39	CALL
　２７	T		T		.		T		T		T		T		.		T		T		.					8　	31	CALL
　２８	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T				11　		1	CALL
　３２	.		.		.		T		.		.		.		T		T		.		T					4　	53		−
　３４	T		T		T		.		T		T		T		T		T		T		T				10　	10	CALL
　３５	T		.		T		.		.		.		.		.		.		.		T					3　	60		−
　３６	.		T		.		.		.		.		T		.		.		.		.					2　	68		−



　３７	.		.		.		T		.		.		.		.		.		.		.					1　	75		−
　４０	T		.		T		.		.		.		.		.		.		.		T					3　	60		−
　４１	T		.		T		T		T		T		T		T		T		T		T				10　	10	CALL
　４３	T		T		T		T		T		T		T		T		.		T		.					9　	23	CALL
　４６	T		T		T		.		T		T		T		T		T		.		T					9　	23	CALL
　４７	.		.		.		.		.		.		.		.		T		.		.					1　	75		−
　４９	T		.		T		T		.		.		.		.		.		.		.					3　	60		−
　５０	T		.		.		T		T		.		.		.		T		.		.					4　	53		−
　５２	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		.				10　	10	CALL
　５３	.		T		T		.		.		T		.		.		.		T		T					5　	49		−
　５４	T		T		.		T		T		T		T		T		T		T		T				10　	10	CALL
　５５	.		.		.		T		.		.		T		T		.		.		.					3　	60		−
　５７	.		.		.		.		.		.		.		.		.		T		T					2　	68		−
　５８	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T				11　		1	CALL
　５９	T		.		.		.		.		.		.		.		T		T		.					3　	60		−
　６１	.		T		.		T		T		T		.		T		T		T		T					8　	31	CALL
　６２	.		.		T		.		T		T		T		T		.		.		.					5　	49		−
　６４	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T				11　		1	CALL
　６７	T		T		T		.		.		.		T		T		.		.		T					6　	46	CALL
　６８	T		T		T		T		T		T		T		.		T		.		.					8　	31	CALL
　７０	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T				11　		1	CALL
　７２	.		.		.		.		.		T		.		.		.		.		T					2　	68		−
　７３	T		.		.		T		T		.		T		T		T		T		T					8　	31	CALL
　７４	T		T		T		T		T		T		T		T		.		.		T					9　	23	CALL
　７５	.		.		T		T		.		T		.		T		.		T		T					6　	46	CALL
　７６	T		.		T		.		T		.		.		.		.		T		.					4　	53		−
　７７	.		.		.		.		T		.		.		.		.		.		.					1　	75		−
　７８	.		T		.		.		.		T		.		T		T		.		.					4　	53		−
　７９	.		T		T		.		.		T		T		.		T		T		T					7　	39	CALL
　８０	T		T		.		T		T		T		T		.		T		T		.					8　	31	CALL
　８１	.		.		.		.		.		.		.		T		.		.		.					1　	75		−
　８２	T		T		T		T		.		T		T		T		T		T		T				10　	10	CALL
　８３	T		T		T		T		T		.		T		T		T		T		T				10　	10	CALL
　８５	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　	84		−
　８６	T		T		T		T		T		.		.		T		.		T		.					7　	39	CALL
　８８	.		T		.		.		.		T		T		T		T		T		T					7　	39	CALL
　８９	T		.		.		.		T		.		.		.		.		.		.					2　	68		−
　９０	.		.		T		.		.		.		.		T		.		.		T					3　	60		−
　９４	T		.		T		T		T		.		T		T		T		T		T					9　	23	CALL
　９５	.		T		.		T		T		.		.		.		.		.		.					3　	60		−
　９６	.		.		.		.		.		.		.		.		.		T		.					1　	75		−
　９７	T		.		T		T		T		T		T		T		T		T		T				10　	10	CALL
　９８	T		T		T		.		.		T		T		.		T		T		T					8　	31	CALL
１０１	.		.		.		T		T		T		T		.		T		.		.					5　	49		−
１０３	T		T		T		.		.		T		T		T		T		T		T					9　	23	CALL
１０４	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T				11　		1	CALL
１０６	T		T		T		T		T		T		T		T		T		.		T				10　	10	CALL
１０７	T		T		T		.		T		T		T		.		.		.		.					6　	46	CALL
１０９	T		.		T		T		.		T		T		.		T		.		T					7　	39	CALL
１１０	.		T		.		.		.		.		.		.		.		T		.					2　	68		−
１１２	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T				11　		1	CALL
１１３	T		T		T		T		T		T		.		T		T		T		.					9　	23	CALL
１１５	T		.		T		T		T		T		T		T		T		T		T				10　	10	CALL
１１６	.		.		.		.		.		.		.		T		.		.		.					1　	75		−
１１７	T		T		.		T		T		T		T		T		T		T		T				10　	10	CALL
１１８	.		.		T		T		.		.		.		.		.		T		T					4　	53		−
１１９	.		T		.		T		T		.		.		.		T		.		.					4　	53		−
１２１	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　	84		−
１２２	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T				11　		1	CALL
１２４	.		T		.		.		.		T		T		T		.		.		T					5　	49		−
１２５	T		T		T		T		T		.		T		T		T		T		T				10　	10	CALL

【３次予選】

　　　	1		3		5		7		9		11	13	15	17	19	21	
背番号	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		得点	順位	判定
　　１	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T				11　		1	CALL
　　２	T		T		T		.		.		T		.		T		.		.		T					6　	33		−
　　５	.		.		.		.		.		.		T		.		.		.		.					1　	47		−
　　７	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T				11　		1	CALL
　１３	T		T		.		T		.		.		.		.		T		T		.					5　	35		−
　１４	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T				11　		1	CALL
　１７	T		T		T		T		T		T		T		T		.		T		T				10　		8	CALL
　２０	T		.		.		.		T		T		T		.		T		T		T					7　	27	CALL
　２２	.		T		T		T		T		T		.		T		.		T		T					8　	22	CALL
　２４	.		T		T		T		T		T		T		T		T		.		T					9　	16	CALL
　２６	.		.		T		T		.		.		.		.		T		.		.					3　	42		−
　２７	T		.		T		T		T		.		.		T		T		T		.					7　	27	CALL
　２８	T		.		T		T		T		T		T		T		T		T		T				10　		8	CALL
　３４	T		.		T		.		T		T		T		T		.		T		.					7　	27	CALL
　４１	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T				11　		1	CALL
　４３	.		T		T		.		T		T		.		.		.		.		T					5　	35		−
　４６	T		T		T		.		T		.		T		.		T		T		T					8　	22	CALL
　５２	T		.		T		T		T		T		T		T		T		T		.					9　	16	CALL
　５４	.		T		T		T		.		T		.		T		T		.		T					7　	27	CALL
　５８	T		T		.		T		.		T		T		T		T		.		T					8　	22	CALL
　６１	.		.		T		.		T		.		.		T		.		T		T					5　	35		−
　６４	T		T		T		T		T		T		.		T		T		T		T				10　		8	CALL
　６７	.		T		.		.		.		.		T		.		.		T		.					3　	42		−
　６８	T		T		.		T		T		T		T		.		T		.		.					7　	27	CALL
　７０	T		T		T		.		T		T		T		T		T		T		T				10　		8	CALL
　７３	T		.		.		T		T		.		.		T		T		T		T					7　	27	CALL
　７４	T		T		T		T		T		T		T		T		.		.		T					9　	16	CALL
　７５	.		.		T		.		.		T		.		T		.		T		.					4　	39		−
　７９	T		T		T		.		.		T		T		.		T		T		T					8　	22	CALL
　８０	T		.		.		T		T		T		T		T		T		T		T					9　	16	CALL
　８２	.		T		.		.		.		.		T		.		.		T		T					4　	39		−
　８３	T		T		T		T		T		T		.		T		T		T		T				10　		8	CALL
　８６	.		.		.		.		T		.		.		.		T		.		.					2　	45		−
　８８	.		T		.		.		.		.		T		.		.		.		.					2　	45		−
　９４	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T				11　		1	CALL
　９７	T		T		.		T		T		T		T		T		T		.		.					8　	22	CALL
　９８	.		T		.		.		.		.		.		.		.		.		.					1　	47		−
１０３	.		.		.		.		.		.		T		T		.		T		.					3　	42		−
１０４	T		T		.		T		T		T		T		T		T		T		T				10　		8	CALL
１０６	T		T		T		T		T		.		.		.		T		.		.					6　	33		−
１０７	T		T		T		T		.		T		T		.		T		T		T					9　	16	CALL
１０９	T		.		.		T		.		T		T		.		.		.		T					5　	35		−
１１２	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T				11　		1	CALL
１１３	.		.		T		T		.		.		.		T		.		.		T					4　	39		−
１１５	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		.				10　		8	CALL
１１７	.		.		T		T		T		T		T		T		T		T		T					9　	16	CALL
１２２	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T				11　		1	CALL
１２５	T		T		T		T		T		.		T		T		T		T		T				10　		8	CALL

【４次予選】

　　　	1		3		5		7		9		11	13	15	17	19	21	



背番号	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		得点	順位	判定
　　１	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T				11　		1	CALL
　　７	.		.		T		.		.		T		T		.		T		T		T					6　	12	CALL
　１４	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T				11　		1	CALL
　１７	.		.		.		.		.		T		.		T		.		T		T					4　	20		−
　２０	.		.		.		.		T		.		.		.		T		T		.					3　	23		−
　２２	.		.		.		T		.		.		.		.		.		.		.					1　	29		−
　２４	.		T		.		.		.		.		T		T		.		.		T					4　	20		−
　２７	.		.		.		.		T		.		.		.		.		.		.					1　	29		−
　２８	T		.		T		T		T		T		T		T		T		.		T					9　		6	CALL
　３４	T		.		T		.		.		.		.		.		.		.		.					2　	25		−
　４１	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T				11　		1	CALL
　４６	.		T		.		.		.		.		.		.		.		.		.					1　	29		−
　５２	T		.		T		T		T		.		.		.		T		T		.					6　	12	CALL
　５４	.		T		T		.		.		T		.		T		.		.		.					4　	20		−
　５８	T		T		.		.		.		T		T		.		T		T		.					6　	12	CALL
　６４	T		T		.		T		T		.		T		T		.		.		T					7　		9	CALL
　６８	.		.		.		T		.		T		T		.		T		T		.					5　	16	CALL
　７０	.		T		.		.		T		.		T		T		.		.		T					5　	16	CALL
　７３	.		.		.		.		T		.		.		T		.		.		T					3　	23		−
　７４	.		.		T		T		T		T		T		.		.		.		.					5　	16	CALL
　７９	.		.		T		.		.		.		.		.		.		.		.					1　	29		−
　８０	T		T		.		T		.		.		T		.		T		T		T					7　		9	CALL
　８３	T		T		T		T		T		T		.		T		T		.		T					9　		6	CALL
　９４	T		T		T		T		T		T		T		T		.		T		T				10　		5	CALL
　９７	T		.		.		T		.		T		T		T		.		T		.					6　	12	CALL
１０４	T		T		T		.		T		T		.		T		T		T		T					9　		6	CALL
１０７	.		.		.		.		.		T		.		.		T		.		.					2　	25		−
１１２	T		T		T		T		T		.		.		.		T		T		.					7　		9	CALL
１１５	T		.		.		T		.		.		T		T		T		.		.					5　	16	CALL
１１７	.		T		.		.		.		.		.		.		.		.		T					2　	25		−
１２２	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T				11　		1	CALL
１２５	.		.		T		.		.		.		.		.		.		T		.					2　	25		−

【準決勝】

　　　	1		3		5		7		9		11	13	15	17	19	21	
背番号	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		得点	順位	判定
　　１	.		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T				10　		2	CALL
　　７	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　	15		−
　１４	.		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T				10　		2	CALL
　２８	T		.		T		T		T		T		T		T		T		T		T				10　		2	CALL
　４１	T		T		T		.		.		T		T		.		.		.		.					5　		8	CALL
　５２	T		.		T		T		T		.		.		.		.		T		.					5　		8	CALL
　５８	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　	15		−
　６４	T		T		.		.		.		.		.		.		.		T		T					4　	11		−
　６８	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　	15		−
　７０	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　	15		−
　７４	.		.		.		.		.		.		.		T		.		.		.					1　	12		−
　８０	.		.		.		.		.		.		.		.		T		.		.					1　	12		−
　８３	T		T		T		T		T		T		T		T		T		.		T				10　		2	CALL
　９４	.		.		.		T		T		T		T		T		.		.		T					6　		7	CALL
　９７	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　	15		−
１０４	.		T		T		.		T		T		T		T		T		T		T					9　		6	CALL
１１２	T		T		.		T		.		.		.		.		T		T		.					5　		8	CALL
１１５	T		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					1　	12		−
１２２	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T				11　		1	CALL

【決　勝】

　　　	1		3		5		7		9		11	13	15	17	19	21	
背番号	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T			Ｔ	総合
　　１	4		4		3		4		5		2		3		5		3		4		6			3.0	３
　１４	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1			1.0	１
　２８	7		8		4		3		3		4		7		4		6		6		5			5.0	５
　４１	6		6		A		8		9		7		5		7		7		5		7			7.0	７
　５２	A		9		9		A		8		A		A		A		A		9		A		10.0	10
　８３	5		7		5		5		6		6		4		6		5		8		3			6.0	６
　９４	8		A		8		6		7		8		6		8		9		A		8			8.0	８
１０４	3		2		6		7		4		5		8		3		4		2		4			4.0	４
１１２	9		5		7		9		A		9		9		9		8		7		9			9.0	９
１２２	2		3		2		2		2		3		2		2		2		3		2			2.0	２

【最終結果】

　背番号　リーダー　								パートナー　						所属　　　　　　　　　　　成績
　　　１　中嶋　秀樹						　中嶋　美喜						　コダマ・ボールルームダン　決勝　３位
　　　２　山本　純一郎				　田上　佳代子				　山本かおるダンス教室				　３次
　　　３　河合　雄大						　磯江　麻衣						　フジワラダンスアカデミー　１次
　　　４　西山　三男						　西山　雅代						　ダンススタジオ西山						　２次
　　　５　菊池　和春						　酒井　恵美						　ダンスジャルダン大						　３次
　　　６　林　俊徳								　林　曜子								　ホールセントラル								　１次
　　　７　小野　大輔						　中村　佳菜						　サードダンススクール				　準決
　　　８　岩田　亮二						　加ǹ　万智						　青柳ダンスアカデミー				　２次
　　　９　佐藤　雅史						　福田　淳子						　アマノダンスクラブ						　１次
　　１０　赤峰　忠明						　赤峰　えりこ				　RIZダンススクール							　２次
　　１１　吉川　雅博						　木村　まり子				　スタジオR															　２次
　　１２　沖野　智征						　中村　綾子						　ダンススクール	ロイヤル	　１次
　　１３　林　雅也								　大嶋　香里						　ケヅカテツオダンスアカデ　３次
　　１４　庄司　浩太						　庄司　名美						　高田馬場　山野ダンススク　決勝　１位
　　１５　石田　武								　奥山　淑子						　ダンスフォレスト								　１次
　　１６　楠谷　喜洋						　楠谷　恵								　片山ダンススクール						　２次
　　１７　鈴木　肖生						　鈴木　みゆき				　スズキノリオダンスカンパ　４次
　　１８　田口　裕登						　榎田　真麻						　ダンス教室エイト								　２次
　　１９　水口　直哉						　水口　理佳子				　ミズグチダンススクール		　２次
　　２０　木村　嘉宏						　木村　敦子						　海宝ダンススクール						　４次
　　２１　杉村　浩也						　山梨　智美						　スタジオwith寺井ダンスカ　１次
　　２２　光田　晋								　水元　美穂						　イシバシケンタダンススタ　４次
　　２３　三上　芳弘						　小山　百合子				　ダンススクールエメラルド　１次
　　２４　蛭田　康平						　山本　菜緒						　助川ダンス教室										　４次
　　２５　渡辺　勝彦						　加島　久乃						　渡辺勝彦ダンス教室						　２次
　　２６　宮川　祐也						　宮川　友里子				　中田ダンススクール						　３次
　　２７　蜷川　勝俊						　新妻　由紀						　踊場Studioスカイ								　４次
　　２８　Shao	Shuai						　田中　彩恵						　ヨコミチダンスプラザ				　決勝　５位
　　２９　当麻　眞示						　木村　佳代子				　横浜ダンス学院										　１次
　　３０　川口　剛								　小寺　春香						　																								　１次
　　３１　加藤　一雄						　鈴木　悦子						　スタジオ・ベル										　１次
　　３２　楢林　明博						　糸山　由里子				　コレットダンススタジオ		　２次
　　３３　勝俣　広								　札　京子								　蔵の街ダンススタジオFuda　１次
　　３４　林　俊喬								　竹森　舞								　千田修治ソシアルダンスカ　４次
　　３５　世古宗　弘一				　世古宗　友子				　セコムネ	ダンス	フィール　２次
　　３６　迎　孝										　永野　瑞穂						　ダンススタジオ	ウエノ			　２次
　　３７　小林　修								　馬場先　陽子				　タグチマツオダンススクー　２次
　　３８　戸野倉　栄二				　山崎　秀子						　トノクラエイジダンススタ　１次
　　３９　佐久間　重行				　渋谷　春美						　海老原ダンススクール				　１次
　　４０　高柳　克久						　升本　真実						　																								　２次
　　４１　朝増　拓哉						　中川　千秋						　スズキイチロー・ダンスア　決勝　７位



　　４２　岡崎　可寿智				　矢ǹ　芳子						　																								　１次
　　４３　内山　良太						　内山　真由美				　ダンス教室エイト								　３次
　　４６　正藤　隆史						　正藤　智子						　正藤ダンススクール						　４次
　　４７　杉山　勇								　杉山　美樹						　																								　２次
　　４８　中島　宗一						　佐久間　久美子		　																								　１次
　　４９　馬場　康宏						　馬場　真友美				　目黒駅前馬場ダンス教室		　２次
　　５０　安部　邦臣						　安部　弥美						　ダンススタジオファミリー　２次
　　５１　河内　俊典						　横井　洋子						　																								　１次
　　５２　富田　宗嗣						　富田　陽子						　トミタボールルームダンス　決勝　10位
　　５３　及川　考人						　�木　恭子						　銀座ソシアルダンシング		　２次
　　５４　岡　政宏								　笠松　舞奈						　ファミリアダンススポーツ　４次
　　５５　一条　まこと				　一条　みわこ				　一条ダンススタジオ						　２次
　　５６　川本　慶拓						　川本　やちこ				　ダンススタジオ	カワモト	　１次
　　５７　原田　博行						　原田　園子						　かまとり駅前ダンススクー　２次
　　５８　三上　和久						　川又　千佳						　サードダンススクール				　準決
　　５９　吉田　貴裕						　田中　真琴						　東宝ダンスホール								　２次
　　６１　清水　啓司						　疋田　貴子						　チョイスダンススタジオ		　３次
　　６２　鈴木　康友						　鈴木　海美						　高円寺	毛塚ダンス教室			　２次
　　６３　鋤柄　裕								　水口　操								　WINGダンススクール						　１次
　　６４　鈴木　啓								　古川　玲奈						　AIR	Dance	Lounge								　準決
　　６５　杉嶋　浩和						　小柳　麻里						　ECHO	DANCE	COMPANY						　１次
　　６７　西原　光熙						　西原　典子						　ニシハラコウキダンスアカ　３次
　　６８　豊島　慶一						　豊島　絵梨子				　Ciao	Dance														　準決
　　６９　城次　達也						　山地　直子						　ダンススタジオG									　１次
　　７０　櫻井　朝之						　木須　サオリ				　小嶋鉄治ダンススタジオ		　準決
　　７１　田屋　博之						　泉　由美								　コア・ダンススポーツクラ　１次
　　７２　畠山　貴弘						　日高　未奈巳				　小浜ダンスプラザ平塚北口　２次
　　７３　王野　振稔						　王野　亜紀						　ミウラダンス教室								　４次
　　７４　藤原　全史						　増田　恵実						　フジワラダンスアカデミー　準決
　　７５　森　雅寿								　井上　友花						　ツダダンス														　３次
　　７６　山西　貴之						　山西　弥生						　ダンス教室エイト								　２次
　　７７　飯塚　宏樹						　飯塚　優子						　ダンススタジオ飯塚						　２次
　　７８　宇土　曜史						　伊藤　未途						　ダンス	スタジオ	アジール　２次
　　７９　本多　覚								　本多　美季						　DANCE	PATIO	T&T									　４次
　　８０　池本　則恒						　樫本　真実						　イケモトダンスワールド		　準決
　　８１　天野　功								　天野　麻美子				　アマノダンススクール				　２次
　　８２　高橋　団								　姫見　麻未						　シライシダンススタジオ		　３次
　　８３　樋口　暢哉						　柴田　早綾香				　ミヤジマヒデユキダンスス　決勝　６位
　　８４　佐藤　功								　赤石　恒子						　ワールドステップ								　１次
　　８５　上妻　秀典						　大神　ひとみ				　スタジオ	アンゲリック			　２次
　　８６　越川　真人						　越川　民子						　コシカワダンススクール		　３次
　　８７　青柳　隆史						　朝日奈　ゑリ				　ダンス大塚会館										　１次
　　８８　新里　真明						　新里　久美子				　ニイザトダンスアカデミー　３次
　　８９　内田　真史						　小村　明美						　小村ダンスファクトリ				　２次
　　９０　長島　玄起						　鈴木　英香						　タカマツダンススクール		　２次
　　９１　山口　慎介						　千波　杏奈						　スタジオWITH寺井ダンスカ　１次
　　９２　東　晋一								　東　耀子								　アドバンスダンススタジオ　１次
　　９４　水出　光								　雨宮　可奈						　矢部行英ダンスカンパニー　決勝　８位
　　９５　佐藤　準一						　金澤　美子						　サトウダンスアカデミー		　２次
　　９６　加藤　眞一						　秋谷　くみ						　松竹ダンスプラザ								　２次
　　９７　大村　隼								　大村　素子						　京橋ダンススクール						　準決
　　９８　大竹　道雄						　高田　美穂子				　オオタケダンススクール		　３次
　　９９　野田　庄司						　島岡　多恵子				　ＮＯＤＡダンススクール		　１次
　１００　栗原　秀雄						　大山　聡子						　栗原ダンス倶楽部								　１次
　１０１　遠藤　秀和						　土屋　美哉						　エンドウヒデカズ	ダンス	　２次
　１０２　津々路　大介				　津々路　恭子				　ミホソシアルダンス						　１次
　１０３　岩佐　晃次						　若木　敬子						　イワサコウジ・ダンスアカ　３次
　１０４　臼井　一史						　臼井　恵								　サカネダンススクール				　決勝　４位
　１０５　古賀　晴夫						　中村　順子						　ダンスフレンド夢								　１次
　１０６　石川　浩之						　菅野　純代						　イシカワヒロユキダンスス　３次
　１０７　木村　勇								　伊藤　瑞穂						　ケヅカテツオダンスアカデ　４次
　１０８　一條　正雄						　小林　良子						　																								　１次
　１０９　池田　彰宏						　小島　律子						　池田ダンススタジオ						　３次
　１１０　松田　時和						　佐原　佑衣						　ダンススクール	ロイヤル	　２次
　１１１　藤村　寿志						　福島　洋子						　																								　１次
　１１２　石原　正敏						　横山　晴巳						　サードダンススクール				　決勝　９位
　１１３　石井　誠治						　水摩　あさみ				　ダンス教室エイト								　３次
　１１５　小平　寛								　上村　美保						　コダイラヒロシダンススク　準決
　１１６　打越　美智夫				　打越　珠恵						　ウチコシミチオダンススタ　２次
　１１７　永堀　隆幸						　上原　翼								　嶺岸ソシアルダンスカンパ　４次
　１１８　片山　雄暉						　片山　法子						　片山ダンススクール						　２次
　１１９　吉村　真治						　吉村　美恵子				　アマノダンスクラブ						　２次
　１２０　柳沢　昭男						　安田　郁子						　柳沢ダンススクール						　１次
　１２１　田中　雄大						　小倉　さゆり				　																								　２次
　１２２　三浦　大輔						　三浦　美和子				　海宝ダンススクール						　決勝　２位
　１２３　高田　信行						　源田　貴子						　タカダダンススクール				　１次
　１２４　羽村　康弘						　中原　千景						　羽村ダンススクール						　２次
　１２５　斎藤　正志						　斎藤　佳代子				　サイトウダンスアカデミー　４次

------------------------------------------------------------------------------
ﾌﾟﾛ･ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ･ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝﾀﾞﾝｽ選手権･ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ(Ｖ)　出場：95組　種目：Ｖ
------------------------------------------------------------------------------

【１次予選】

　　　	1		3		5		7		9		11	13	15	17	19	21	
背番号	V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		得点	順位	判定
　　１	V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V				11　		1	CALL
　　２	V		V		.		V		V		V		V		.		V		V		V					9　	44	CALL
　　５	V		V		V		V		V		.		V		.		V		.		V					8　	50	CALL
　　６	.		.		V		.		.		.		.		.		.		.		.					1　	86		−
　　７	V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V				11　		1	CALL
　　８	V		V		.		.		V		V		.		V		.		V		V					7　	54	CALL
　　９	.		.		.		V		.		.		.		V		.		.		.					2　	81		−
　１０	.		.		.		V		.		V		V		V		V		V		.					6　	61	CALL
　１１	V		V		V		.		V		V		V		V		V		V		V				10　	34	CALL
　１３	V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V				11　		1	CALL
　１４	V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V				11　		1	CALL
　１５	.		.		V		.		.		.		.		.		.		.		.					1　	86		−
　１６	V		.		V		V		.		V		.		.		.		.		V					5　	67		−
　１７	V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V				11　		1	CALL
　１８	V		V		.		V		.		V		.		V		.		.		.					5　	67		−
　１９	V		V		V		V		.		.		V		V		.		.		V					7　	54	CALL
　２０	V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V				11　		1	CALL
　２２	V		.		V		V		V		V		V		V		V		V		.					9　	44	CALL
　２３	V		.		.		.		.		.		.		.		V		.		.					2　	81		−
　２４	V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V				11　		1	CALL
　２５	V		.		V		V		V		.		V		.		.		V		.					6　	61	CALL
　２６	V		V		V		V		V		V		V		.		V		V		V				10　	34	CALL
　２７	V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V				11　		1	CALL
　２８	V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V				11　		1	CALL
　２９	.		V		.		.		.		.		.		.		V		V		.					3　	75		−
　３３	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　	91		−
　３４	V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V				11　		1	CALL
　３５	V		V		V		V		V		.		V		V		V		V		V				10　	34	CALL
　３９	.		.		.		.		.		.		.		V		.		.		.					1　	86		−
　４０	V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V				11　		1	CALL
　４１	V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V				11　		1	CALL



　４３	V		V		V		V		V		V		V		V		.		V		V				10　	34	CALL
　４６	V		V		V		V		V		V		V		V		V		.		V				10　	34	CALL
　４７	V		.		.		.		V		.		.		V		V		V		.					5　	67		−
　４８	.		.		V		.		.		.		.		.		.		.		.					1　	86		−
　５０	V		V		V		V		V		V		V		.		V		V		V				10　	34	CALL
　５２	V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V				11　		1	CALL
　５３	.		V		V		.		V		V		V		V		V		V		V					9　	44	CALL
　５４	V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V				11　		1	CALL
　５５	.		V		.		V		V		.		V		.		V		V		.					6　	61	CALL
　５７	.		V		.		V		.		V		.		V		.		.		V					5　	67		−
　５８	V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V				11　		1	CALL
　５９	.		V		V		.		.		.		.		.		V		.		.					3　	75		−
　６１	V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V				11　		1	CALL
　６２	.		.		V		V		.		V		V		V		.		.		V					6　	61	CALL
　６３	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　	91		−
　６４	V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V				11　		1	CALL
　６５	.		.		.		.		V		.		.		.		.		V		V					3　	75		−
　６７	V		.		V		.		.		V		V		V		.		.		.					5　	67		−
　６８	V		V		V		V		V		V		V		.		V		V		V				10　	34	CALL
　７０	V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V				11　		1	CALL
　７２	V		.		V		V		.		V		.		V		V		V		V					8　	50	CALL
　７３	V		V		.		V		V		.		V		.		.		.		V					6　	61	CALL
　７４	V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V				11　		1	CALL
　７５	.		V		V		.		V		V		V		V		.		V		.					7　	54	CALL
　７６	V		V		V		.		V		.		V		V		V		V		V					9　	44	CALL
　７７	.		.		.		.		V		.		V		.		.		.		.					2　	81		−
　７８	.		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V				10　	34	CALL
　７９	V		.		V		.		.		V		.		V		V		V		V					7　	54	CALL
　８０	V		.		.		V		V		V		V		.		V		.		.					6　	61	CALL
　８１	V		V		V		.		.		.		.		V		V		.		.					5　	67		−
　８２	V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V				11　		1	CALL
　８３	V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V				11　		1	CALL
　８４	.		.		.		.		.		.		.		.		V		.		.					1　	86		−
　８５	V		.		.		.		V		V		.		.		.		V		V					5　	67		−
　８６	V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V				11　		1	CALL
　８８	V		V		.		V		V		V		V		V		V		V		V				10　	34	CALL
　８９	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　	91		−
　９０	.		V		V		V		.		V		.		.		V		V		V					7　	54	CALL
　９１	.		.		V		.		.		.		.		V		.		.		.					2　	81		−
　９２	V		V		.		.		V		.		V		V		.		V		V					7　	54	CALL
　９４	V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V				11　		1	CALL
　９５	V		.		.		V		V		V		.		.		.		.		.					4　	74		−
　９６	.		V		.		.		.		.		.		.		.		V		.					2　	81		−
　９７	V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V				11　		1	CALL
　９８	V		V		.		V		.		V		.		V		V		.		V					7　	54	CALL
１０１	.		V		V		V		V		V		V		.		V		V		V					9　	44	CALL
１０３	V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V				11　		1	CALL
１０４	V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V				11　		1	CALL
１０６	V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V				11　		1	CALL
１０７	V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V				11　		1	CALL
１０８	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　	91		−
１０９	V		.		V		V		V		V		V		V		V		V		V				10　	34	CALL
１１０	V		.		.		.		.		.		V		V		.		.		.					3　	75		−
１１２	V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V				11　		1	CALL
１１３	V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V				11　		1	CALL
１１５	V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V				11　		1	CALL
１１６	.		.		.		.		.		.		.		V		.		V		V					3　	75		−
１１７	V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V				11　		1	CALL
１１８	V		.		V		V		V		V		V		V		V		.		V					9　	44	CALL
１１９	.		V		.		V		V		V		V		.		V		V		V					8　	50	CALL
１２１	V		V		.		V		.		.		.		.		.		.		.					3　	75		−
１２２	V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V				11　		1	CALL
１２３	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　	91		−
１２４	.		V		V		.		V		V		V		V		V		V		.					8　	50	CALL

【２次予選】

　　　	1		3		5		7		9		11	13	15	17	19	21	
背番号	V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		得点	順位	判定
　　１	V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V				11　		1	CALL
　　２	V		.		.		.		.		.		V		.		.		.		.					2　	56		−
　　５	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　	66		−
　　７	V		V		V		V		V		V		.		V		V		V		V				10　	14	CALL
　　８	.		V		.		.		V		.		.		.		.		V		.					3　	51		−
　１０	.		.		.		.		.		V		V		.		.		.		V					3　	51		−
　１１	.		V		.		.		.		.		.		.		.		.		.					1　	61		−
　１３	V		.		V		V		.		.		.		V		V		V		.					6　	35	CALL
　１４	V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V				11　		1	CALL
　１７	V		V		V		.		V		V		V		V		V		V		V				10　	14	CALL
　１９	.		.		.		V		.		.		.		V		.		.		.					2　	56		−
　２０	V		.		V		V		V		V		V		V		V		V		V				10　	14	CALL
　２２	V		V		V		V		V		V		V		.		V		.		V					9　	24	CALL
　２４	.		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V				10　	14	CALL
　２５	.		.		.		.		V		.		V		V		.		.		V					4　	44		−
　２６	.		.		V		V		.		.		V		.		V		V		.					5　	39	CALL
　２７	V		V		.		.		V		.		.		V		V		V		V					7　	32	CALL
　２８	V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V				11　		1	CALL
　３４	V		.		V		V		V		V		V		V		V		V		V				10　	14	CALL
　３５	V		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					1　	61		−
　４０	.		V		.		V		.		V		V		.		V		V		V					7　	32	CALL
　４１	V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V				11　		1	CALL
　４３	V		V		V		V		V		V		.		V		.		.		V					8　	29	CALL
　４６	V		V		V		.		V		V		V		V		V		V		V				10　	14	CALL
　５０	V		.		.		V		.		.		.		.		.		.		.					2　	56		−
　５２	V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V				11　		1	CALL
　５３	.		V		V		.		.		V		.		.		.		.		V					4　	44		−
　５４	.		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V				10　	14	CALL
　５５	.		.		.		V		.		.		V		.		V		V		.					4　	44		−
　５８	V		.		V		V		V		V		V		V		V		V		V				10　	14	CALL
　６１	.		V		.		V		V		V		.		V		V		V		V					8　	29	CALL
　６２	.		.		V		.		.		.		.		.		.		.		.					1　	61		−
　６４	V		V		.		V		V		.		V		V		.		V		V					8　	29	CALL
　６８	V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		.				10　	14	CALL
　７０	V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V				11　		1	CALL
　７２	.		.		.		.		V		V		.		.		.		.		V					3　	51		−
　７３	V		V		V		.		V		.		.		.		V		.		V					6　	35	CALL
　７４	V		V		V		V		V		V		V		V		V		.		.					9　	24	CALL
　７５	.		V		.		.		V		V		V		V		.		V		.					6　	35	CALL
　７６	V		.		V		.		V		.		.		.		.		.		.					3　	51		−
　７８	.		.		.		V		.		V		V		.		.		V		V					5　	39	CALL
　７９	V		V		V		.		.		V		.		V		V		.		V					7　	32	CALL
　８０	V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V				11　		1	CALL
　８２	V		V		V		V		.		.		V		V		V		V		V					9　	24	CALL
　８３	V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V				11　		1	CALL
　８６	V		.		V		.		V		.		.		.		V		.		.					4　	44		−
　８８	.		V		.		.		.		V		V		V		V		.		.					5　	39	CALL
　９０	.		.		V		.		.		.		.		V		.		.		.					2　	56		−
　９２	.		.		.		.		.		.		.		.		.		V		.					1　	61		−



　９４	V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V				11　		1	CALL
　９７	V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V				11　		1	CALL
　９８	V		V		.		.		.		.		V		.		.		V		.					4　	44		−
１０１	.		.		.		.		.		V		.		.		.		.		.					1　	61		−
１０３	.		.		V		.		.		.		V		V		V		V		V					6　	35	CALL
１０４	V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V				11　		1	CALL
１０６	V		.		.		.		V		.		.		V		.		.		.					3　	51		−
１０７	V		V		V		V		V		V		V		.		V		V		.					9　	24	CALL
１０９	V		.		.		V		.		V		.		.		.		.		V					4　	44		−
１１２	V		V		V		V		V		V		V		V		V		.		.					9　	24	CALL
１１３	.		V		.		V		V		.		.		.		.		.		V					4　	44		−
１１５	V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V				11　		1	CALL
１１７	V		V		.		V		V		V		V		V		V		V		V				10　	14	CALL
１１８	.		.		V		V		.		.		.		V		.		V		V					5　	39	CALL
１１９	.		V		V		V		.		.		.		.		V		V		.					5　	39	CALL
１２２	V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V				11　		1	CALL
１２４	.		.		.		.		.		V		V		.		.		.		.					2　	56		−

【３次予選】

　　　	1		3		5		7		9		11	13	15	17	19	21	
背番号	V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		得点	順位	判定
　　１	V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V				11　		1	CALL
　　７	V		V		V		V		.		V		V		V		V		.		V					9　	13	CALL
　１３	.		.		V		V		.		.		.		.		V		.		.					3　	33		−
　１４	V		V		V		V		.		V		V		V		V		V		V				10　		5	CALL
　１７	.		V		.		V		.		V		V		V		.		V		V					7　	18	CALL
　２０	.		.		.		.		V		.		V		V		.		V		V					5　	23	CALL
　２２	.		.		V		V		V		.		.		.		.		.		.					3　	33		−
　２４	.		V		.		V		V		V		.		V		.		V		.					6　	21	CALL
　２６	.		.		.		V		.		.		.		.		V		.		.					2　	37		−
　２７	V		.		.		.		V		.		.		.		.		.		.					2　	37		−
　２８	V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V				11　		1	CALL
　３４	V		.		V		.		V		V		V		V		V		V		.					8　	14	CALL
　４０	.		.		.		.		.		V		.		.		V		.		V					3　	33		−
　４１	V		V		V		V		V		V		V		.		V		V		V				10　		5	CALL
　４３	V		V		.		.		V		.		.		.		.		.		.					3　	33		−
　４６	V		V		.		.		V		.		V		.		.		.		V					5　	23	CALL
　５２	V		V		V		V		V		V		.		V		V		V		V				10　		5	CALL
　５４	.		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V				10　		5	CALL
　５８	V		V		V		.		V		V		V		V		V		.		.					8　	14	CALL
　６１	.		V		.		.		.		.		.		V		V		V		V					5　	23	CALL
　６４	V		V		V		.		V		.		V		V		.		.		V					7　	18	CALL
　６８	V		.		.		V		.		V		V		.		V		.		.					5　	23	CALL
　７０	V		V		V		V		V		V		V		V		V		.		V				10　		5	CALL
　７３	.		.		.		.		V		.		.		.		V		V		V					4　	28		−
　７４	V		.		V		V		V		V		V		V		.		V		.					8　	14	CALL
　７５	.		.		.		.		.		.		.		.		.		V		.					1　	39		−
　７８	.		.		V		.		.		.		V		V		.		V		.					4　	28		−
　７９	.		V		V		.		.		V		.		.		V		V		V					6　	21	CALL
　８０	V		.		.		V		.		.		.		.		V		V		.					4　	28		−
　８２	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		V					1　	39		−
　８３	V		V		V		V		V		V		V		V		V		.		V				10　		5	CALL
　８８	.		.		.		.		.		.		V		.		.		.		.					1　	39		−
　９４	V		V		V		V		V		V		V		V		.		V		V				10　		5	CALL
　９７	V		.		V		.		V		V		V		V		.		.		V					7　	18	CALL
１０３	.		.		.		.		.		.		V		.		V		V		V					4　	28		−
１０４	V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V				11　		1	CALL
１０７	V		V		V		.		.		V		.		.		.		.		.					4　	28		−
１１２	V		V		V		V		V		V		.		V		V		V		V				10　		5	CALL
１１５	V		V		V		V		V		.		V		V		.		V		.					8　	14	CALL
１１７	.		V		.		V		.		V		.		V		.		V		.					5　	23	CALL
１１８	.		.		.		V		.		.		.		.		.		.		.					1　	39		−
１１９	.		.		.		.		.		.		.		.		V		.		.					1　	39		−
１２２	V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V				11　		1	CALL

【４次予選】

　　　	1		3		5		7		9		11	13	15	17	19	21	
背番号	V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		得点	順位	判定
　　１	V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V				11　		1	CALL
　　７	V		.		V		.		.		.		V		.		V		V		.					5　	16	CALL
　１４	V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V				11　		1	CALL
　１７	.		V		.		.		V		V		.		V		.		.		V					5　	16	CALL
　２０	.		.		.		.		.		.		.		.		V		V		.					2　	26		−
　２４	.		V		.		.		V		V		.		V		.		.		V					5　	16	CALL
　２８	V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V				11　		1	CALL
　３４	V		.		V		V		V		.		.		V		.		.		V					6　	12	CALL
　４１	V		.		V		V		V		V		V		.		V		V		V					9　		8	CALL
　４６	.		V		.		.		.		.		.		.		.		.		.					1　	27		−
　５２	V		.		V		V		V		.		.		.		V		V		.					6　	12	CALL
　５４	.		V		V		.		.		V		V		V		V		V		.					7　	10	CALL
　５８	V		.		.		.		.		V		V		.		.		.		.					3　	23		−
　６１	.		V		.		.		.		.		.		V		.		.		V					3　	23		−
　６４	.		V		V		V		V		.		.		V		V		.		V					7　	10	CALL
　６８	V		V		.		V		V		V		V		.		.		.		.					6　	12	CALL
　７０	.		.		.		.		.		.		V		.		V		V		V					4　	20		−
　７４	.		.		V		V		.		.		V		V		V		.		.					5　	16	CALL
　７９	.		V		V		.		.		.		.		.		.		.		V					3　	23		−
　８３	V		V		.		V		V		V		V		V		V		V		V				10　		7	CALL
　９４	V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V				11　		1	CALL
　９７	V		.		.		V		V		V		V		.		.		V		.					6　	12	CALL
１０４	V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V				11　		1	CALL
１１２	V		V		V		V		V		V		.		V		V		V		.					9　		8	CALL
１１５	V		.		V		V		.		.		V		.		.		.		.					4　	20		−
１１７	.		.		.		.		.		V		.		V		.		V		V					4　	20		−
１２２	V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V				11　		1	CALL

【準決勝】

　　　	1		3		5		7		9		11	13	15	17	19	21	
背番号	V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		得点	順位	判定
　　１	V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V				11　		1	CALL
　　７	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　	17		−
　１４	V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V				11　		1	CALL
　１７	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		V					1　	16		−
　２４	.		V		.		.		.		.		.		.		.		V		.					2　	13		−
　２８	V		.		V		V		.		V		.		V		V		.		.					6　		7	CALL
　３４	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　	17		−
　４１	V		.		.		.		.		.		V		.		.		.		V					3　		9		−
　５２	.		.		V		.		V		.		.		.		.		.		.					2　	13		−
　５４	.		.		.		.		.		V		.		.		V		V		.					3　		9		−
　６４	.		V		.		.		V		.		.		.		.		V		.					3　		9		−
　６８	V		.		.		.		.		.		V		.		.		.		.					2　	13		−
　７４	.		.		.		V		.		.		.		V		V		.		.					3　		9		−
　８３	V		V		V		V		V		V		V		V		V		.		V				10　		4	CALL
　９４	V		.		.		V		V		V		V		V		.		.		V					7　		6	CALL
　９７	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　	17		−



１０４	.		V		V		.		V		V		V		V		V		V		V					9　		5	CALL
１１２	.		V		V		V		.		.		.		.		.		V		.					4　		8	CALL
１２２	V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V				11　		1	CALL

【決　勝】

　　　	1		3		5		7		9		11	13	15	17	19	21	
背番号	V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V			Ｖ	総合
　　１	4		4		3		6		3		2		3		5		3		5		6			3.0	３
　１４	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1			1.0	１
　２８	5		7		5		3		5		5		7		4		6		6		5			6.0	６
　８３	6		5		4		4		6		6		5		3		5		4		3			5.0	５
　９４	8		8		6		5		7		7		4		7		7		8		7			7.0	７
１０４	3		2		7		7		4		4		6		6		4		2		4			4.0	４
１１２	7		6		8		8		8		8		8		8		8		7		8			8.0	８
１２２	2		3		2		2		2		3		2		2		2		3		2			2.0	２

【最終結果】

　背番号　リーダー　								パートナー　						所属　　　　　　　　　　　成績
　　　１　中嶋　秀樹						　中嶋　美喜						　コダマ・ボールルームダン　決勝　３位
　　　２　山本　純一郎				　田上　佳代子				　山本かおるダンス教室				　２次
　　　５　菊池　和春						　酒井　恵美						　ダンスジャルダン大						　２次
　　　６　林　俊徳								　林　曜子								　ホールセントラル								　１次
　　　７　小野　大輔						　中村　佳菜						　サードダンススクール				　準決
　　　８　岩田　亮二						　加ǹ　万智						　青柳ダンスアカデミー				　２次
　　　９　佐藤　雅史						　福田　淳子						　アマノダンスクラブ						　１次
　　１０　赤峰　忠明						　赤峰　えりこ				　RIZダンススクール							　２次
　　１１　吉川　雅博						　木村　まり子				　スタジオR															　２次
　　１３　林　雅也								　大嶋　香里						　ケヅカテツオダンスアカデ　３次
　　１４　庄司　浩太						　庄司　名美						　高田馬場　山野ダンススク　決勝　１位
　　１５　石田　武								　奥山　淑子						　ダンスフォレスト								　１次
　　１６　楠谷　喜洋						　楠谷　恵								　片山ダンススクール						　１次
　　１７　鈴木　肖生						　鈴木　みゆき				　スズキノリオダンスカンパ　準決
　　１８　田口　裕登						　榎田　真麻						　ダンス教室エイト								　１次
　　１９　水口　直哉						　水口　理佳子				　ミズグチダンススクール		　２次
　　２０　木村　嘉宏						　木村　敦子						　海宝ダンススクール						　４次
　　２２　光田　晋								　水元　美穂						　イシバシケンタダンススタ　３次
　　２３　三上　芳弘						　小山　百合子				　ダンススクールエメラルド　１次
　　２４　蛭田　康平						　山本　菜緒						　助川ダンス教室										　準決
　　２５　渡辺　勝彦						　加島　久乃						　渡辺勝彦ダンス教室						　２次
　　２６　宮川　祐也						　宮川　友里子				　中田ダンススクール						　３次
　　２７　蜷川　勝俊						　新妻　由紀						　踊場Studioスカイ								　３次
　　２８　Shao	Shuai						　田中　彩恵						　ヨコミチダンスプラザ				　決勝　６位
　　２９　当麻　眞示						　木村　佳代子				　横浜ダンス学院										　１次
　　３３　勝俣　広								　札　京子								　蔵の街ダンススタジオFuda　１次
　　３４　林　俊喬								　竹森　舞								　千田修治ソシアルダンスカ　準決
　　３５　世古宗　弘一				　世古宗　友子				　セコムネ	ダンス	フィール　２次
　　３９　佐久間　重行				　渋谷　春美						　海老原ダンススクール				　１次
　　４０　高柳　克久						　升本　真実						　																								　３次
　　４１　朝増　拓哉						　中川　千秋						　スズキイチロー・ダンスア　準決
　　４３　内山　良太						　内山　真由美				　ダンス教室エイト								　３次
　　４６　正藤　隆史						　正藤　智子						　正藤ダンススクール						　４次
　　４７　杉山　勇								　杉山　美樹						　																								　１次
　　４８　中島　宗一						　佐久間　久美子		　																								　１次
　　５０　安部　邦臣						　安部　弥美						　ダンススタジオファミリー　２次
　　５２　富田　宗嗣						　富田　陽子						　トミタボールルームダンス　準決
　　５３　及川　考人						　�木　恭子						　銀座ソシアルダンシング		　２次
　　５４　岡　政宏								　笠松　舞奈						　ファミリアダンススポーツ　準決
　　５５　一条　まこと				　一条　みわこ				　一条ダンススタジオ						　２次
　　５７　原田　博行						　原田　園子						　かまとり駅前ダンススクー　１次
　　５８　三上　和久						　川又　千佳						　サードダンススクール				　４次
　　５９　吉田　貴裕						　田中　真琴						　東宝ダンスホール								　１次
　　６１　清水　啓司						　疋田　貴子						　チョイスダンススタジオ		　４次
　　６２　鈴木　康友						　鈴木　海美						　高円寺	毛塚ダンス教室			　２次
　　６３　鋤柄　裕								　水口　操								　WINGダンススクール						　１次
　　６４　鈴木　啓								　古川　玲奈						　AIR	Dance	Lounge								　準決
　　６５　杉嶋　浩和						　小柳　麻里						　ECHO	DANCE	COMPANY						　１次
　　６７　西原　光熙						　西原　典子						　ニシハラコウキダンスアカ　１次
　　６８　豊島　慶一						　豊島　絵梨子				　Ciao	Dance														　準決
　　７０　櫻井　朝之						　木須　サオリ				　小嶋鉄治ダンススタジオ		　４次
　　７２　畠山　貴弘						　日高　未奈巳				　小浜ダンスプラザ平塚北口　２次
　　７３　王野　振稔						　王野　亜紀						　ミウラダンス教室								　３次
　　７４　藤原　全史						　増田　恵実						　フジワラダンスアカデミー　準決
　　７５　森　雅寿								　井上　友花						　ツダダンス														　３次
　　７６　山西　貴之						　山西　弥生						　ダンス教室エイト								　２次
　　７７　飯塚　宏樹						　飯塚　優子						　ダンススタジオ飯塚						　１次
　　７８　宇土　曜史						　伊藤　未途						　ダンス	スタジオ	アジール　３次
　　７９　本多　覚								　本多　美季						　DANCE	PATIO	T&T									　４次
　　８０　池本　則恒						　樫本　真実						　イケモトダンスワールド		　３次
　　８１　天野　功								　天野　麻美子				　アマノダンススクール				　１次
　　８２　高橋　団								　姫見　麻未						　シライシダンススタジオ		　３次
　　８３　樋口　暢哉						　柴田　早綾香				　ミヤジマヒデユキダンスス　決勝　５位
　　８４　佐藤　功								　赤石　恒子						　ワールドステップ								　１次
　　８５　上妻　秀典						　大神　ひとみ				　スタジオ	アンゲリック			　１次
　　８６　越川　真人						　越川　民子						　コシカワダンススクール		　２次
　　８８　新里　真明						　新里　久美子				　ニイザトダンスアカデミー　３次
　　８９　内田　真史						　小村　明美						　小村ダンスファクトリ				　１次
　　９０　長島　玄起						　鈴木　英香						　タカマツダンススクール		　２次
　　９１　山口　慎介						　千波　杏奈						　スタジオWITH寺井ダンスカ　１次
　　９２　東　晋一								　東　耀子								　アドバンスダンススタジオ　２次
　　９４　水出　光								　雨宮　可奈						　矢部行英ダンスカンパニー　決勝　７位
　　９５　佐藤　準一						　金澤　美子						　サトウダンスアカデミー		　１次
　　９６　加藤　眞一						　秋谷　くみ						　松竹ダンスプラザ								　１次
　　９７　大村　隼								　大村　素子						　京橋ダンススクール						　準決
　　９８　大竹　道雄						　高田　美穂子				　オオタケダンススクール		　２次
　１０１　遠藤　秀和						　土屋　美哉						　エンドウヒデカズ	ダンス	　２次
　１０３　岩佐　晃次						　若木　敬子						　イワサコウジ・ダンスアカ　３次
　１０４　臼井　一史						　臼井　恵								　サカネダンススクール				　決勝　４位
　１０６　石川　浩之						　菅野　純代						　イシカワヒロユキダンスス　２次
　１０７　木村　勇								　伊藤　瑞穂						　ケヅカテツオダンスアカデ　３次
　１０８　一條　正雄						　小林　良子						　																								　１次
　１０９　池田　彰宏						　小島　律子						　池田ダンススタジオ						　２次
　１１０　松田　時和						　佐原　佑衣						　ダンススクール	ロイヤル	　１次
　１１２　石原　正敏						　横山　晴巳						　サードダンススクール				　決勝　８位
　１１３　石井　誠治						　水摩　あさみ				　ダンス教室エイト								　２次
　１１５　小平　寛								　上村　美保						　コダイラヒロシダンススク　４次
　１１６　打越　美智夫				　打越　珠恵						　ウチコシミチオダンススタ　１次
　１１７　永堀　隆幸						　上原　翼								　嶺岸ソシアルダンスカンパ　４次
　１１８　片山　雄暉						　片山　法子						　片山ダンススクール						　３次
　１１９　吉村　真治						　吉村　美恵子				　アマノダンスクラブ						　３次
　１２１　田中　雄大						　小倉　さゆり				　																								　１次
　１２２　三浦　大輔						　三浦　美和子				　海宝ダンススクール						　決勝　２位
　１２３　高田　信行						　源田　貴子						　タカダダンススクール				　１次
　１２４　羽村　康弘						　中原　千景						　羽村ダンススクール						　２次
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【１次予選】

　　　	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	
背番号	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		得点	順位	判定
　　１	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F				11　		1	CALL
　　２	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F				11　		1	CALL
　　３	.		.		F		.		.		F		.		.		.		.		.					2　	95		−
　　４	F		.		.		F		F		.		.		F		.		.		F					5　	81		−
　　５	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		.				10　	40	CALL
　　６	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　109		−
　　７	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F				11　		1	CALL
　　８	F		F		F		F		F		.		F		F		F		F		F				10　	40	CALL
　　９	.		F		.		.		.		.		.		.		.		F		F					3　	90		−
　１０	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F				11　		1	CALL
　１１	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F				11　		1	CALL
　１２	.		.		.		.		.		.		.		.		F		.		.					1　104		−
　１３	F		F		F		F		.		F		F		F		F		F		F				10　	40	CALL
　１４	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F				11　		1	CALL
　１５	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　109		−
　１６	.		F		F		.		F		.		F		F		.		.		.					5　	81		−
　１７	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F				11　		1	CALL
　１８	.		F		F		F		F		F		F		.		F		F		F					9　	62	CALL
　１９	F		F		F		F		.		.		F		F		.		F		.					7　	74	CALL
　２０	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F				11　		1	CALL
　２１	.		.		.		.		F		.		.		.		.		.		F					2　	95		−
　２２	F		F		F		F		F		F		F		.		F		.		F					9　	62	CALL
　２３	F		.		.		.		.		F		.		F		F		F		.					5　	81		−
　２４	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F				11　		1	CALL
　２５	F		F		F		F		.		F		F		.		.		.		F					7　	74	CALL
　２６	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F				11　		1	CALL
　２７	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F				11　		1	CALL
　２８	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F				11　		1	CALL
　２９	.		.		.		.		.		F		.		.		.		F		.					2　	95		−
　３０	.		.		.		.		F		.		.		.		F		.		F					3　	90		−
　３１	.		.		.		.		.		F		.		.		.		.		.					1　104		−
　３２	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F				11　		1	CALL
　３３	.		.		.		.		.		.		.		F		.		.		F					2　	95		−
　３４	F		F		F		F		F		.		F		F		F		F		F				10　	40	CALL
　３５	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		.				10　	40	CALL
　３６	F		F		.		F		F		.		F		F		F		F		F					9　	62	CALL
　３７	.		.		F		F		.		F		.		.		.		F		.					4　	85		−
　３８	.		.		F		.		F		F		.		F		F		.		F					6　	78	CALL
　３９	F		.		.		F		F		.		F		.		.		.		.					4　	85		−
　４０	F		F		.		F		F		F		F		F		F		F		F				10　	40	CALL
　４１	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F				11　		1	CALL
　４２	.		.		.		.		.		F		.		F		.		.		.					2　	95		−
　４３	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F				11　		1	CALL
　４５	.		.		.		.		.		.		.		.		F		F		.					2　	95		−
　４６	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F				11　		1	CALL
　４７	F		F		F		F		F		.		F		F		F		F		F				10　	40	CALL
　４８	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　109		−
　４９	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F				11　		1	CALL
　５０	.		F		F		F		.		.		F		F		.		F		F					7　	74	CALL
　５２	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F				11　		1	CALL
　５３	F		F		F		F		.		F		F		F		F		F		.					9　	62	CALL
　５４	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F				11　		1	CALL
　５５	F		F		F		.		F		F		F		F		F		F		F				10　	40	CALL
　５６	F		.		.		.		F		F		.		.		.		.		.					3　	90		−
　５７	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		F					1　104		−
　５８	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F				11　		1	CALL
　５９	F		.		.		F		F		.		.		F		F		.		F					6　	78	CALL
　６１	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		.				10　	40	CALL
　６２	F		F		F		F		F		F		F		.		F		F		F				10　	40	CALL
　６３	.		.		.		.		.		F		.		.		.		.		.					1　104		−
　６４	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F				11　		1	CALL
　６５	.		F		F		.		.		.		.		.		.		F		.					3　	90		−
　６７	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		.				10　	40	CALL
　６８	F		F		F		F		F		F		F		F		F		.		F				10　	40	CALL
　６９	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　109		−
　７０	F		F		F		F		F		F		F		.		F		F		F				10　	40	CALL
　７１	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　109		−
　７２	F		F		.		.		F		F		F		F		F		.		F					8　	72	CALL
　７３	F		.		F		F		F		F		F		F		F		F		F				10　	40	CALL
　７４	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F				11　		1	CALL
　７５	F		F		F		F		F		F		F		F		.		F		F				10　	40	CALL
　７６	F		F		F		F		.		.		F		F		F		F		F					9　	62	CALL
　７７	F		F		F		.		F		F		F		F		.		F		F					9　	62	CALL
　７８	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F				11　		1	CALL
　７９	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F				11　		1	CALL
　８０	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		.				10　	40	CALL
　８１	.		F		F		F		F		.		.		F		.		.		F					6　	78	CALL
　８２	.		F		F		F		F		F		F		F		F		F		.					9　	62	CALL
　８３	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F				11　		1	CALL
　８４	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　109		−
　８５	F		F		.		.		.		.		.		.		F		.		F					4　	85		−
　８６	F		F		F		F		.		F		F		F		F		F		F				10　	40	CALL
　８７	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　109		−
　８８	F		.		F		F		F		F		F		F		F		F		F				10　	40	CALL
　８９	.		.		.		F		.		F		.		.		.		.		.					2　	95		−
　９０	F		.		F		F		F		.		F		F		F		F		F					9　	62	CALL
　９１	F		F		.		.		F		F		.		.		F		F		F					7　	74	CALL
　９２	.		F		F		F		F		F		F		F		F		F		.					9　	62	CALL
　９４	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F				11　		1	CALL
　９５	F		.		F		F		.		.		.		.		.		F		.					4　	85		−
　９６	.		.		.		.		F		.		F		.		F		.		F					4　	85		−
　９７	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F				11　		1	CALL
　９８	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F				11　		1	CALL
　９９	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　109		−
１００	.		F		.		.		.		F		F		F		.		.		F					5　	81		−
１０１	F		F		F		F		F		F		F		F		.		F		F				10　	40	CALL
１０２	.		.		.		.		F		.		.		.		F		.		.					2　	95		−
１０３	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F				11　		1	CALL
１０４	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F				11　		1	CALL
１０５	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　109		−
１０６	F		F		F		F		.		F		F		F		F		F		F				10　	40	CALL
１０７	F		F		F		F		F		F		F		.		F		F		F				10　	40	CALL
１０８	.		.		.		.		.		.		.		F		.		.		.					1　104		−
１０９	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F				11　		1	CALL
１１０	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F				11　		1	CALL
１１１	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　109		−
１１２	F		F		F		F		F		F		F		F		.		F		F				10　	40	CALL
１１３	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F				11　		1	CALL
１１５	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F				11　		1	CALL
１１６	F		.		.		F		.		F		F		F		F		F		F					8　	72	CALL
１１７	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F				11　		1	CALL
１１８	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F				11　		1	CALL



１１９	F		F		F		F		F		.		F		F		.		F		F					9　	62	CALL
１２０	.		.		F		.		.		F		.		.		.		.		.					2　	95		−
１２１	.		F		.		.		F		.		.		.		F		.		.					3　	90		−
１２２	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F				11　		1	CALL
１２３	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　109		−
１２４	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F				11　		1	CALL
１２５	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F				11　		1	CALL

【２次予選】

　　　	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	
背番号	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		得点	順位	判定
　　１	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F				11　		1	CALL
　　２	F		F		F		F		F		.		.		F		F		F		.					8　	32	CALL
　　５	.		.		F		.		F		F		.		F		.		.		F					5　	50		−
　　７	F		F		F		.		F		F		F		F		F		F		F				10　	13	CALL
　　８	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　	77		−
　１０	.		F		.		.		F		.		F		.		.		.		F					4　	58		−
　１１	.		.		.		.		F		.		.		.		F		F		.					3　	61		−
　１３	F		F		F		F		.		F		F		F		F		.		.					8　	32	CALL
　１４	F		F		F		F		F		F		F		F		F		.		.					9　	23	CALL
　１７	F		F		.		F		.		.		F		.		.		F		F					6　	46	CALL
　１８	.		.		.		.		F		.		.		.		.		F		F					3　	61		−
　１９	.		.		.		F		.		F		.		F		.		.		.					3　	61		−
　２０	F		F		F		F		.		F		F		F		F		F		F				10　	13	CALL
　２２	F		F		F		F		.		F		F		.		F		F		F					9　	23	CALL
　２４	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F				11　		1	CALL
　２５	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　	77		−
　２６	F		.		.		F		.		F		.		.		.		.		.					3　	61		−
　２７	F		F		F		F		.		.		F		F		F		F		F					9　	23	CALL
　２８	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F				11　		1	CALL
　３２	.		F		F		.		F		.		F		.		F		F		F					7　	38	CALL
　３４	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		.				10　	13	CALL
　３５	.		.		F		.		.		.		.		F		.		.		.					2　	69		−
　３６	.		.		.		.		.		F		.		F		.		.		F					3　	61		−
　３８	.		.		.		.		.		.		.		.		.		F		.					1　	73		−
　４０	.		.		F		.		F		F		.		F		.		F		.					5　	50		−
　４１	F		F		F		F		F		F		F		.		F		.		F					9　	23	CALL
　４３	F		F		.		F		F		.		F		.		F		.		F					7　	38	CALL
　４６	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F				11　		1	CALL
　４７	.		.		.		.		.		.		.		.		.		F		.					1　	73		−
　４９	.		F		F		F		.		.		.		F		.		.		F					5　	50		−
　５０	.		.		.		F		.		.		F		.		F		.		.					3　	61		−
　５２	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F				11　		1	CALL
　５３	F		F		.		.		F		F		F		.		.		F		F					7　	38	CALL
　５４	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F				11　		1	CALL
　５５	.		.		.		.		.		.		.		F		F		.		F					3　	61		−
　５８	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F				11　		1	CALL
　５９	.		.		.		.		.		F		.		F		F		F		.					4　	58		−
　６１	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F				11　		1	CALL
　６２	.		.		.		.		F		.		.		.		.		.		.					1　	73		−
　６４	F		F		F		F		F		F		F		F		F		.		.					9　	23	CALL
　６７	F		F		F		F		F		F		F		F		.		F		F				10　	13	CALL
　６８	F		F		F		F		F		.		F		F		.		F		F					9　	23	CALL
　７０	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F				11　		1	CALL
　７２	.		F		.		.		F		F		.		F		F		.		.					5　	50		−
　７３	F		.		F		F		F		F		F		F		F		F		F				10　	13	CALL
　７４	F		F		F		F		F		F		F		.		F		.		F					9　	23	CALL
　７５	F		F		F		.		.		.		F		F		.		F		F					7　	38	CALL
　７６	F		F		.		.		.		.		F		.		F		.		F					5　	50		−
　７７	.		.		F		.		.		.		.		.		.		F		.					2　	69		−
　７８	F		.		.		F		F		F		.		F		.		F		.					6　	46	CALL
　７９	F		F		F		F		.		F		.		F		F		F		F					9　	23	CALL
　８０	F		F		F		F		F		F		F		.		F		.		.					8　	32	CALL
　８１	.		.		.		F		F		.		.		.		F		F		.					4　	58		−
　８２	.		F		.		.		.		F		F		F		.		.		F					5　	50		−
　８３	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F				11　		1	CALL
　８６	F		F		F		.		F		.		F		F		F		F		.					8　	32	CALL
　８８	F		.		.		F		F		F		F		.		.		.		F					6　	46	CALL
　９０	.		.		.		.		.		F		F		.		F		F		F					5　	50		−
　９１	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　	77		−
　９２	.		.		F		.		F		.		.		.		.		.		.					2　	69		−
　９４	F		F		F		F		.		F		F		F		F		F		F				10　	13	CALL
　９７	F		F		F		F		F		F		F		F		.		F		F				10　	13	CALL
　９８	.		.		.		.		.		F		.		.		F		F		.					3　	61		−
１０１	F		F		F		F		.		.		F		.		F		.		.					6　	46	CALL
１０３	F		F		.		F		F		.		F		F		.		F		F					8　	32	CALL
１０４	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F				11　		1	CALL
１０６	.		.		F		F		F		F		.		F		F		.		F					7　	38	CALL
１０７	F		F		F		F		.		F		F		.		F		.		F					8　	32	CALL
１０９	.		.		.		.		F		.		F		.		.		.		.					2　	69		−
１１０	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　	77		−
１１２	F		F		F		F		.		F		F		F		F		F		F				10　	13	CALL
１１３	F		F		.		F		.		.		F		F		.		F		F					7　	38	CALL
１１５	F		F		F		F		F		F		.		F		F		F		F				10　	13	CALL
１１６	.		.		.		.		.		F		.		.		.		.		.					1　	73		−
１１７	.		F		F		F		F		F		.		.		F		.		F					7　	38	CALL
１１８	F		.		F		F		F		F		F		F		F		F		.					9　	23	CALL
１１９	.		F		F		.		F		.		.		F		F		F		F					7　	38	CALL
１２２	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F				11　		1	CALL
１２４	F		.		.		.		F		F		.		F		.		F		.					5　	50		−
１２５	F		F		F		F		F		.		F		F		F		F		F				10　	13	CALL

【３次予選】

　　　	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	
背番号	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		得点	順位	判定
　　１	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F				11　		1	CALL
　　２	F		F		F		.		F		.		.		F		F		F		F					8　	21	CALL
　　７	F		F		.		F		.		F		F		F		F		F		.					8　	21	CALL
　１３	.		.		F		.		.		.		.		.		.		.		.					1　	47		−
　１４	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		.				10　	10	CALL
　１７	F		F		.		F		F		F		F		.		.		.		F					7　	28	CALL
　２０	F		F		F		F		.		F		F		F		.		F		.					8　	21	CALL
　２２	.		.		.		.		F		.		.		F		F		.		F					4　	40		−
　２４	F		F		.		F		F		F		F		.		F		F		.					8　	21	CALL
　２７	.		.		F		.		.		F		F		F		.		.		F					5　	35		−
　２８	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F				11　		1	CALL
　３２	.		.		.		.		F		.		.		.		.		.		F					2　	45		−
　３４	F		F		F		F		.		.		F		F		F		F		F					9　	15	CALL
　４１	F		F		F		F		F		F		.		F		F		F		F				10　	10	CALL
　４３	F		.		.		.		F		.		F		F		F		.		F					6　	30	CALL
　４６	F		F		F		F		F		F		F		F		F		.		.					9　	15	CALL
　５２	F		F		F		F		.		F		F		F		F		F		F				10　	10	CALL
　５３	.		.		.		.		.		.		F		.		.		.		.					1　	47		−
　５４	F		F		.		.		F		F		F		F		F		F		F					9　	15	CALL
　５８	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F				11　		1	CALL
　６１	.		F		F		F		.		F		F		.		.		F		.					6　	30	CALL



　６４	F		F		F		F		F		F		F		.		.		F		F					9　	15	CALL
　６７	.		.		.		.		.		F		.		.		.		.		F					2　	45		−
　６８	.		F		F		F		F		.		F		F		F		F		.					8　	21	CALL
　７０	F		F		F		F		F		.		.		F		F		F		F					9　	15	CALL
　７３	F		.		F		F		.		.		.		.		F		F		F					6　	30	CALL
　７４	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F				11　		1	CALL
　７５	.		.		.		.		F		.		.		F		.		F		.					3　	44		−
　７８	.		F		.		.		F		F		.		F		F		F		.					6　	30	CALL
　７９	F		F		F		F		.		F		.		F		F		F		F					9　	15	CALL
　８０	.		.		F		F		.		.		F		.		.		F		F					5　	35		−
　８３	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F				11　		1	CALL
　８６	.		.		F		.		F		F		F		F		.		.		.					5　	35		−
　８８	.		.		.		F		F		.		F		.		F		.		F					5　	35		−
　９４	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F				11　		1	CALL
　９７	F		F		F		F		F		F		F		F		F		.		F				10　	10	CALL
１０１	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　	49		−
１０３	F		.		F		F		F		.		.		.		F		F		.					6　	30	CALL
１０４	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F				11　		1	CALL
１０６	.		.		.		.		F		F		.		F		F		.		.					4　	40		−
１０７	F		F		F		F		.		F		F		F		.		F		.					8　	21	CALL
１１２	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F				11　		1	CALL
１１３	F		F		.		.		F		.		.		.		F		.		F					5　	35		−
１１５	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F				11　		1	CALL
１１７	F		.		F		F		.		F		F		.		F		.		F					7　	28	CALL
１１８	.		.		.		F		F		.		.		F		.		.		F					4　	40		−
１１９	.		F		.		.		.		F		.		F		.		F		.					4　	40		−
１２２	F		F		F		.		F		F		F		F		F		F		F				10　	10	CALL
１２５	F		F		F		F		.		F		F		.		.		F		F					8　	21	CALL

【４次予選】

　　　	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	
背番号	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		得点	順位	判定
　　１	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F				11　		1	CALL
　　２	.		.		.		.		.		.		.		.		F		.		F					2　	24		−
　　７	.		F		.		F		F		F		.		F		F		F		.					7　	12	CALL
　１４	F		F		.		F		F		F		F		F		F		F		F				10　		4	CALL
　１７	.		.		F		.		F		.		.		.		.		.		.					2　	24		−
　２０	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　	33		−
　２４	F		.		.		F		F		F		F		F		F		F		.					8　	10	CALL
　２８	F		F		F		F		F		F		F		.		.		F		F					9　		6	CALL
　３４	.		.		.		F		.		.		.		F		.		F		.					3　	20		−
　４１	F		F		F		.		F		F		F		F		F		.		F					9　		6	CALL
　４３	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		F					1　	29		−
　４６	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　	33		−
　５２	F		F		F		F		.		F		F		F		F		F		F				10　		4	CALL
　５４	.		.		F		.		.		.		.		.		.		.		.					1　	29		−
　５８	F		F		.		.		F		F		F		F		F		.		F					8　	10	CALL
　６１	.		F		F		.		.		.		.		.		.		F		.					3　	20		−
　６４	F		F		F		F		.		.		F		.		.		.		.					5　	16	CALL
　６８	.		.		F		F		F		.		.		.		.		.		.					3　	20		−
　７０	F		.		.		F		F		.		.		.		F		.		.					4　	18		−
　７３	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		F					1　	29		−
　７４	.		.		.		F		.		F		F		F		F		F		F					7　	12	CALL
　７８	.		.		.		.		.		.		.		.		.		F		F					2　	24		−
　７９	.		.		.		.		.		.		.		.		.		F		F					2　	24		−
　８３	F		F		F		F		.		F		F		F		.		F		F					9　		6	CALL
　９４	F		F		F		F		.		F		F		F		F		.		F					9　		6	CALL
　９７	F		F		F		.		F		.		.		.		.		.		.					4　	18		−
１０３	.		.		.		.		F		.		.		.		F		.		.					2　	24		−
１０４	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F				11　		1	CALL
１０７	.		.		.		.		.		.		F		F		F		.		.					3　	20		−
１１２	F		.		F		.		F		F		F		.		.		F		.					6　	15	CALL
１１５	.		F		.		F		.		F		.		F		F		.		.					5　	16	CALL
１１７	.		.		.		.		F		.		.		.		.		.		.					1　	29		−
１２２	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F				11　		1	CALL
１２５	F		F		F		.		.		F		F		F		.		F		.					7　	12	CALL

【準決勝】

　　　	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	
背番号	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		得点	順位	判定
　　１	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F				11　		1	CALL
　　７	.		.		.		.		F		.		.		.		.		.		.					1　	16		−
　１４	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F				11　		1	CALL
　２４	.		.		.		F		.		.		.		F		F		.		.					3　		9		−
　２８	F		F		F		F		.		F		.		F		.		F		F					8　		5	CALL
　４１	.		F		.		.		.		F		F		.		.		.		.					3　		9		−
　５２	.		.		F		F		F		.		F		.		.		F		F					6　		7	CALL
　５８	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　	17		−
　６４	F		.		.		.		F		.		.		.		.		.		.					2　	11		−
　７４	.		F		.		.		.		.		.		.		.		.		F					2　	11		−
　８３	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F				11　		1	CALL
　９４	F		.		F		.		.		F		F		.		F		.		F					6　		7	CALL
１０４	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		.				10　		4	CALL
１１２	.		.		F		.		.		.		.		.		F		.		.					2　	11		−
１１５	.		.		.		.		.		F		.		F		.		.		.					2　	11		−
１２２	F		F		.		F		F		.		F		F		.		F		F					8　		5	CALL
１２５	.		.		.		.		.		.		.		.		F		F		.					2　	11		−

【決　勝】

　　　	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	
背番号	F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F			Ｆ	総合
　　１	4		3		3		4		3		4		3		5		3		3		3			3.0	３
　１４	1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		1			1.0	１
　２８	7		7		4		6		8		6		8		6		6		6		7			6.0	６
　５２	8		8		8		8		7		8		7		8		8		7		6			8.0	８
　８３	5		6		5		3		5		3		5		4		5		5		8			4.0	４
　９４	6		5		7		7		4		7		4		7		7		8		4			7.0	７
１０４	2		4		6		5		6		5		6		3		4		4		5			5.0	５
１２２	3		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2			2.0	２

【最終結果】

　背番号　リーダー　								パートナー　						所属　　　　　　　　　　　成績
　　　１　中嶋　秀樹						　中嶋　美喜						　コダマ・ボールルームダン　決勝　３位
　　　２　山本　純一郎				　田上　佳代子				　山本かおるダンス教室				　４次
　　　３　河合　雄大						　磯江　麻衣						　フジワラダンスアカデミー　１次
　　　４　西山　三男						　西山　雅代						　ダンススタジオ西山						　１次
　　　５　菊池　和春						　酒井　恵美						　ダンスジャルダン大						　２次
　　　６　林　俊徳								　林　曜子								　ホールセントラル								　１次
　　　７　小野　大輔						　中村　佳菜						　サードダンススクール				　準決
　　　８　岩田　亮二						　加ǹ　万智						　青柳ダンスアカデミー				　２次
　　　９　佐藤　雅史						　福田　淳子						　アマノダンスクラブ						　１次
　　１０　赤峰　忠明						　赤峰　えりこ				　RIZダンススクール							　２次
　　１１　吉川　雅博						　木村　まり子				　スタジオR															　２次
　　１２　沖野　智征						　中村　綾子						　ダンススクール	ロイヤル	　１次



　　１３　林　雅也								　大嶋　香里						　ケヅカテツオダンスアカデ　３次
　　１４　庄司　浩太						　庄司　名美						　高田馬場　山野ダンススク　決勝　１位
　　１５　石田　武								　奥山　淑子						　ダンスフォレスト								　１次
　　１６　楠谷　喜洋						　楠谷　恵								　片山ダンススクール						　１次
　　１７　鈴木　肖生						　鈴木　みゆき				　スズキノリオダンスカンパ　４次
　　１８　田口　裕登						　榎田　真麻						　ダンス教室エイト								　２次
　　１９　水口　直哉						　水口　理佳子				　ミズグチダンススクール		　２次
　　２０　木村　嘉宏						　木村　敦子						　海宝ダンススクール						　４次
　　２１　杉村　浩也						　山梨　智美						　スタジオwith寺井ダンスカ　１次
　　２２　光田　晋								　水元　美穂						　イシバシケンタダンススタ　３次
　　２３　三上　芳弘						　小山　百合子				　ダンススクールエメラルド　１次
　　２４　蛭田　康平						　山本　菜緒						　助川ダンス教室										　準決
　　２５　渡辺　勝彦						　加島　久乃						　渡辺勝彦ダンス教室						　２次
　　２６　宮川　祐也						　宮川　友里子				　中田ダンススクール						　２次
　　２７　蜷川　勝俊						　新妻　由紀						　踊場Studioスカイ								　３次
　　２８　Shao	Shuai						　田中　彩恵						　ヨコミチダンスプラザ				　決勝　６位
　　２９　当麻　眞示						　木村　佳代子				　横浜ダンス学院										　１次
　　３０　川口　剛								　小寺　春香						　																								　１次
　　３１　加藤　一雄						　鈴木　悦子						　スタジオ・ベル										　１次
　　３２　楢林　明博						　糸山　由里子				　コレットダンススタジオ		　３次
　　３３　勝俣　広								　札　京子								　蔵の街ダンススタジオFuda　１次
　　３４　林　俊喬								　竹森　舞								　千田修治ソシアルダンスカ　４次
　　３５　世古宗　弘一				　世古宗　友子				　セコムネ	ダンス	フィール　２次
　　３６　迎　孝										　永野　瑞穂						　ダンススタジオ	ウエノ			　２次
　　３７　小林　修								　馬場先　陽子				　タグチマツオダンススクー　１次
　　３８　戸野倉　栄二				　山崎　秀子						　トノクラエイジダンススタ　２次
　　３９　佐久間　重行				　渋谷　春美						　海老原ダンススクール				　１次
　　４０　高柳　克久						　升本　真実						　																								　２次
　　４１　朝増　拓哉						　中川　千秋						　スズキイチロー・ダンスア　準決
　　４２　岡崎　可寿智				　矢ǹ　芳子						　																								　１次
　　４３　内山　良太						　内山　真由美				　ダンス教室エイト								　４次
　　４５　渡辺　康行						　村中　静枝						　ワタナベダンススタジオ		　１次
　　４６　正藤　隆史						　正藤　智子						　正藤ダンススクール						　４次
　　４７　杉山　勇								　杉山　美樹						　																								　２次
　　４８　中島　宗一						　佐久間　久美子		　																								　１次
　　４９　馬場　康宏						　馬場　真友美				　目黒駅前馬場ダンス教室		　２次
　　５０　安部　邦臣						　安部　弥美						　ダンススタジオファミリー　２次
　　５２　富田　宗嗣						　富田　陽子						　トミタボールルームダンス　決勝　８位
　　５３　及川　考人						　�木　恭子						　銀座ソシアルダンシング		　３次
　　５４　岡　政宏								　笠松　舞奈						　ファミリアダンススポーツ　４次
　　５５　一条　まこと				　一条　みわこ				　一条ダンススタジオ						　２次
　　５６　川本　慶拓						　川本　やちこ				　ダンススタジオ	カワモト	　１次
　　５７　原田　博行						　原田　園子						　かまとり駅前ダンススクー　１次
　　５８　三上　和久						　川又　千佳						　サードダンススクール				　準決
　　５９　吉田　貴裕						　田中　真琴						　東宝ダンスホール								　２次
　　６１　清水　啓司						　疋田　貴子						　チョイスダンススタジオ		　４次
　　６２　鈴木　康友						　鈴木　海美						　高円寺	毛塚ダンス教室			　２次
　　６３　鋤柄　裕								　水口　操								　WINGダンススクール						　１次
　　６４　鈴木　啓								　古川　玲奈						　AIR	Dance	Lounge								　準決
　　６５　杉嶋　浩和						　小柳　麻里						　ECHO	DANCE	COMPANY						　１次
　　６７　西原　光熙						　西原　典子						　ニシハラコウキダンスアカ　３次
　　６８　豊島　慶一						　豊島　絵梨子				　Ciao	Dance														　４次
　　６９　城次　達也						　山地　直子						　ダンススタジオG									　１次
　　７０　櫻井　朝之						　木須　サオリ				　小嶋鉄治ダンススタジオ		　４次
　　７１　田屋　博之						　泉　由美								　コア・ダンススポーツクラ　１次
　　７２　畠山　貴弘						　日高　未奈巳				　小浜ダンスプラザ平塚北口　２次
　　７３　王野　振稔						　王野　亜紀						　ミウラダンス教室								　４次
　　７４　藤原　全史						　増田　恵実						　フジワラダンスアカデミー　準決
　　７５　森　雅寿								　井上　友花						　ツダダンス														　３次
　　７６　山西　貴之						　山西　弥生						　ダンス教室エイト								　２次
　　７７　飯塚　宏樹						　飯塚　優子						　ダンススタジオ飯塚						　２次
　　７８　宇土　曜史						　伊藤　未途						　ダンス	スタジオ	アジール　４次
　　７９　本多　覚								　本多　美季						　DANCE	PATIO	T&T									　４次
　　８０　池本　則恒						　樫本　真実						　イケモトダンスワールド		　３次
　　８１　天野　功								　天野　麻美子				　アマノダンススクール				　２次
　　８２　高橋　団								　姫見　麻未						　シライシダンススタジオ		　２次
　　８３　樋口　暢哉						　柴田　早綾香				　ミヤジマヒデユキダンスス　決勝　４位
　　８４　佐藤　功								　赤石　恒子						　ワールドステップ								　１次
　　８５　上妻　秀典						　大神　ひとみ				　スタジオ	アンゲリック			　１次
　　８６　越川　真人						　越川　民子						　コシカワダンススクール		　３次
　　８７　青柳　隆史						　朝日奈　ゑリ				　ダンス大塚会館										　１次
　　８８　新里　真明						　新里　久美子				　ニイザトダンスアカデミー　３次
　　８９　内田　真史						　小村　明美						　小村ダンスファクトリ				　１次
　　９０　長島　玄起						　鈴木　英香						　タカマツダンススクール		　２次
　　９１　山口　慎介						　千波　杏奈						　スタジオWITH寺井ダンスカ　２次
　　９２　東　晋一								　東　耀子								　アドバンスダンススタジオ　２次
　　９４　水出　光								　雨宮　可奈						　矢部行英ダンスカンパニー　決勝　７位
　　９５　佐藤　準一						　金澤　美子						　サトウダンスアカデミー		　１次
　　９６　加藤　眞一						　秋谷　くみ						　松竹ダンスプラザ								　１次
　　９７　大村　隼								　大村　素子						　京橋ダンススクール						　４次
　　９８　大竹　道雄						　高田　美穂子				　オオタケダンススクール		　２次
　　９９　野田　庄司						　島岡　多恵子				　ＮＯＤＡダンススクール		　１次
　１００　栗原　秀雄						　大山　聡子						　栗原ダンス倶楽部								　１次
　１０１　遠藤　秀和						　土屋　美哉						　エンドウヒデカズ	ダンス	　３次
　１０２　津々路　大介				　津々路　恭子				　ミホソシアルダンス						　１次
　１０３　岩佐　晃次						　若木　敬子						　イワサコウジ・ダンスアカ　４次
　１０４　臼井　一史						　臼井　恵								　サカネダンススクール				　決勝　５位
　１０５　古賀　晴夫						　中村　順子						　ダンスフレンド夢								　１次
　１０６　石川　浩之						　菅野　純代						　イシカワヒロユキダンスス　３次
　１０７　木村　勇								　伊藤　瑞穂						　ケヅカテツオダンスアカデ　４次
　１０８　一條　正雄						　小林　良子						　																								　１次
　１０９　池田　彰宏						　小島　律子						　池田ダンススタジオ						　２次
　１１０　松田　時和						　佐原　佑衣						　ダンススクール	ロイヤル	　２次
　１１１　藤村　寿志						　福島　洋子						　																								　１次
　１１２　石原　正敏						　横山　晴巳						　サードダンススクール				　準決
　１１３　石井　誠治						　水摩　あさみ				　ダンス教室エイト								　３次
　１１５　小平　寛								　上村　美保						　コダイラヒロシダンススク　準決
　１１６　打越　美智夫				　打越　珠恵						　ウチコシミチオダンススタ　２次
　１１７　永堀　隆幸						　上原　翼								　嶺岸ソシアルダンスカンパ　４次
　１１８　片山　雄暉						　片山　法子						　片山ダンススクール						　３次
　１１９　吉村　真治						　吉村　美恵子				　アマノダンスクラブ						　３次
　１２０　柳沢　昭男						　安田　郁子						　柳沢ダンススクール						　１次
　１２１　田中　雄大						　小倉　さゆり				　																								　１次
　１２２　三浦　大輔						　三浦　美和子				　海宝ダンススクール						　決勝　２位
　１２３　高田　信行						　源田　貴子						　タカダダンススクール				　１次
　１２４　羽村　康弘						　中原　千景						　羽村ダンススクール						　２次
　１２５　斎藤　正志						　斎藤　佳代子				　サイトウダンスアカデミー　準決

------------------------------------------------------------------------------
ﾌﾟﾛ･ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ･ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝﾀﾞﾝｽ選手権･ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ(Ｑ)　出場：102組　種目：Ｑ
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【１次予選】

　　　	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	
背番号	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		得点	順位	判定
　　１	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q				11　		1	CALL
　　２	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q				11　		1	CALL



　　５	Q		Q		Q		Q		.		Q		Q		Q		Q		Q		Q				10　	22	CALL
　　６	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　	96		−
　　７	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q				11　		1	CALL
　　８	.		Q		Q		.		Q		Q		.		.		.		Q		Q					6　	63	CALL
　　９	.		Q		.		.		.		.		.		.		.		.		.					1　	88		−
　１０	Q		Q		.		Q		Q		.		Q		Q		Q		.		Q					8　	51	CALL
　１１	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		.				10　	22	CALL
　１２	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		Q					1　	88		−
　１３	Q		.		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q				10　	22	CALL
　１４	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		.				10　	22	CALL
　１５	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　	96		−
　１６	.		.		Q		.		.		Q		.		Q		Q		Q		.					5　	65		−
　１７	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q				11　		1	CALL
　１８	.		.		.		.		Q		.		.		Q		.		Q		Q					4　	70		−
　１９	.		Q		.		.		Q		.		Q		.		.		.		.					3　	75		−
　２０	Q		Q		Q		Q		.		Q		Q		Q		Q		Q		Q				10　	22	CALL
　２１	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　	96		−
　２２	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		.		Q		Q		Q				10　	22	CALL
　２３	.		.		.		.		.		Q		.		.		.		.		.					1　	88		−
　２４	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q				11　		1	CALL
　２５	Q		.		Q		Q		Q		.		Q		Q		Q		.		Q					8　	51	CALL
　２６	Q		.		.		Q		.		Q		Q		Q		.		.		.					5　	65		−
　２７	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		.		Q		Q		Q				10　	22	CALL
　２８	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q				11　		1	CALL
　２９	.		.		.		.		.		Q		.		.		.		.		.					1　	88		−
　３１	.		.		.		Q		.		.		Q		.		.		.		.					2　	85		−
　３２	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q				11　		1	CALL
　３３	.		Q		.		.		.		.		.		Q		.		Q		.					3　	75		−
　３４	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q				11　		1	CALL
　３５	Q		.		Q		.		.		Q		Q		Q		Q		Q		Q					8　	51	CALL
　３６	.		Q		Q		Q		Q		.		Q		Q		Q		.		Q					8　	51	CALL
　３９	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　	96		−
　４０	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		.		Q		Q		Q				10　	22	CALL
　４１	Q		Q		Q		Q		Q		Q		.		Q		Q		Q		Q				10　	22	CALL
　４３	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q				11　		1	CALL
　４６	Q		Q		Q		Q		Q		.		Q		Q		Q		Q		Q				10　	22	CALL
　４８	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　	96		−
　４９	.		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		.		.		.					7　	58	CALL
　５０	.		Q		.		.		Q		Q		Q		.		Q		.		.					5　	65		−
　５２	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q				11　		1	CALL
　５３	Q		.		.		Q		Q		.		Q		.		Q		Q		Q					7　	58	CALL
　５４	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q				11　		1	CALL
　５５	Q		.		Q		.		.		.		.		.		Q		.		Q					4　	70		−
　５７	.		.		.		Q		.		Q		.		Q		.		Q		Q					5　	65		−
　５８	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q				11　		1	CALL
　５９	.		.		.		.		.		.		.		Q		.		.		Q					2　	85		−
　６１	Q		Q		Q		Q		Q		.		Q		.		Q		Q		.					8　	51	CALL
　６２	Q		Q		Q		.		Q		Q		Q		Q		.		.		Q					8　	51	CALL
　６３	.		.		.		.		.		.		.		.		.		Q		.					1　	88		−
　６４	Q		Q		Q		Q		Q		Q		.		Q		Q		Q		.					9　	42	CALL
　６５	.		Q		Q		.		Q		.		.		.		.		.		.					3　	75		−
　６７	.		Q		Q		Q		.		.		.		.		.		.		Q					4　	70		−
　６８	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		.		Q		.					9　	42	CALL
　７０	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		.				10　	22	CALL
　７２	Q		Q		.		Q		Q		Q		.		.		Q		Q		Q					8　	51	CALL
　７３	Q		Q		Q		Q		.		Q		Q		Q		Q		Q		Q				10　	22	CALL
　７４	Q		Q		Q		Q		.		Q		Q		Q		Q		.		Q					9　	42	CALL
　７５	.		Q		Q		.		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q					9　	42	CALL
　７６	Q		.		.		.		Q		.		Q		.		.		.		.					3　	75		−
　７７	.		.		.		.		.		.		.		Q		.		.		.					1　	88		−
　７８	Q		Q		.		Q		.		.		Q		.		Q		Q		Q					7　	58	CALL
　７９	Q		Q		.		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q				10　	22	CALL
　８０	Q		Q		Q		.		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q				10　	22	CALL
　８１	.		.		.		Q		Q		Q		.		.		Q		Q		Q					6　	63	CALL
　８２	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q				11　		1	CALL
　８３	Q		Q		Q		Q		.		Q		Q		Q		Q		Q		Q				10　	22	CALL
　８４	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　	96		−
　８５	Q		Q		.		.		.		.		.		Q		.		.		Q					4　	70		−
　８６	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q				11　		1	CALL
　８８	Q		.		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q				10　	22	CALL
　８９	.		.		.		Q		Q		.		.		.		Q		.		.					3　	75		−
　９０	.		.		.		.		.		Q		Q		Q		.		Q		.					4　	70		−
　９１	Q		Q		Q		.		Q		Q		.		.		Q		.		Q					7　	58	CALL
　９２	.		.		Q		.		Q		.		.		Q		.		.		.					3　	75		−
　９４	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q				11　		1	CALL
　９５	Q		.		Q		Q		.		.		.		Q		.		Q		.					5　	65		−
　９６	.		.		.		.		.		Q		.		.		Q		Q		.					3　	75		−
　９７	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q				11　		1	CALL
　９８	Q		.		Q		Q		.		Q		Q		Q		Q		Q		Q					9　	42	CALL
１００	.		.		Q		.		Q		Q		.		.		.		.		.					3　	75		−
１０１	Q		.		Q		Q		.		.		Q		Q		.		Q		Q					7　	58	CALL
１０２	.		.		.		.		Q		Q		.		.		.		.		.					2　	85		−
１０３	Q		Q		.		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q				10　	22	CALL
１０４	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q				11　		1	CALL
１０６	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q				11　		1	CALL
１０７	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		.		Q				10　	22	CALL
１０８	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　	96		−
１０９	Q		Q		Q		Q		Q		.		Q		.		Q		Q		Q					9　	42	CALL
１１０	.		Q		.		.		.		.		.		.		Q		.		Q					3　	75		−
１１２	Q		Q		Q		Q		Q		.		Q		Q		.		Q		Q					9　	42	CALL
１１３	Q		Q		Q		.		.		Q		Q		Q		Q		Q		Q					9　	42	CALL
１１５	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q				11　		1	CALL
１１６	.		.		.		Q		Q		Q		.		.		.		.		.					3　	75		−
１１７	Q		Q		Q		Q		Q		.		Q		Q		Q		Q		Q				10　	22	CALL
１１８	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q				11　		1	CALL
１１９	Q		Q		Q		Q		.		Q		Q		Q		Q		Q		.					9　	42	CALL
１２１	.		.		.		.		Q		.		.		.		.		.		.					1　	88		−
１２２	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q				11　		1	CALL
１２３	.		.		.		.		.		.		.		.		.		Q		.					1　	88		−
１２４	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		.		Q				10　	22	CALL

背番号15番はQを棄権しました。

【２次予選】

　　　	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	
背番号	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		得点	順位	判定
　　１	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q				11　		1	CALL
　　２	Q		Q		Q		Q		Q		Q		.		Q		Q		Q		Q				10　	10	CALL
　　５	.		.		.		.		.		.		.		.		.		Q		.					1　	60		−
　　７	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q				11　		1	CALL
　　８	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　	63		−
　１０	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		Q					1　	60		−
　１１	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　	63		−
　１３	.		Q		Q		Q		.		Q		Q		Q		Q		.		.					7　	34	CALL
　１４	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q				11　		1	CALL
　１７	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		.		Q		Q		Q				10　	10	CALL
　２０	Q		Q		Q		.		Q		.		Q		Q		.		Q		.					7　	34	CALL



　２２	Q		Q		.		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q				10　	10	CALL
　２４	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		.		Q				10　	10	CALL
　２５	Q		.		.		.		.		Q		.		.		.		.		.					2　	54		−
　２７	.		Q		Q		Q		.		.		Q		.		Q		Q		.					6　	38	CALL
　２８	Q		Q		Q		Q		.		Q		Q		Q		Q		Q		Q				10　	10	CALL
　３２	.		.		Q		.		Q		.		Q		.		Q		Q		Q					6　	38	CALL
　３４	Q		Q		.		Q		.		Q		Q		Q		Q		Q		Q					9　	24	CALL
　３５	.		.		Q		.		.		.		.		Q		.		.		.					2　	54		−
　３６	.		.		.		.		Q		.		.		.		.		Q		.					2　	54		−
　４０	Q		.		.		.		Q		Q		.		Q		.		Q		Q					6　	38	CALL
　４１	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q				11　		1	CALL
　４３	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		.		Q				10　	10	CALL
　４６	Q		Q		.		Q		Q		Q		Q		.		Q		.		Q					8　	27	CALL
　４９	.		.		Q		Q		Q		.		.		Q		.		.		.					4　	46		−
　５２	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q				11　		1	CALL
　５３	.		.		.		.		.		.		Q		Q		Q		.		.					3　	51		−
　５４	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		.		Q		Q				10　	10	CALL
　５８	Q		Q		Q		Q		.		Q		Q		Q		Q		Q		Q				10　	10	CALL
　６１	Q		Q		.		Q		Q		Q		Q		Q		.		Q		.					8　	27	CALL
　６２	.		.		.		.		.		.		Q		.		.		.		Q					2　	54		−
　６４	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		.		Q		Q		Q				10　	10	CALL
　６８	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		.		.		.		.					7　	34	CALL
　７０	Q		Q		Q		Q		Q		.		.		Q		Q		.		.					7　	34	CALL
　７２	.		.		.		.		Q		Q		.		.		.		Q		Q					4　	46		−
　７３	Q		Q		Q		Q		.		Q		Q		.		Q		Q		Q					9　	24	CALL
　７４	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q				11　		1	CALL
　７５	.		.		Q		.		Q		.		.		Q		Q		.		Q					5　	44		−
　７８	.		.		.		.		.		.		.		Q		Q		Q		.					3　	51		−
　７９	Q		Q		Q		Q		Q		Q		.		Q		Q		Q		.					9　	24	CALL
　８０	Q		Q		Q		Q		.		Q		Q		Q		Q		Q		Q				10　	10	CALL
　８１	.		.		.		Q		Q		.		.		.		.		Q		Q					4　	46		−
　８２	Q		Q		Q		.		Q		.		.		Q		Q		Q		Q					8　	27	CALL
　８３	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q				11　		1	CALL
　８６	.		.		Q		.		Q		Q		Q		Q		.		.		.					5　	44		−
　８８	Q		.		.		Q		.		.		Q		.		.		.		Q					4　	46		−
　９１	.		.		.		.		.		.		.		.		.		Q		.					1　	60		−
　９４	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q				11　		1	CALL
　９７	Q		Q		Q		.		Q		Q		Q		Q		Q		.		.					8　	27	CALL
　９８	.		.		.		.		Q		Q		.		.		Q		.		Q					4　	46		−
１０１	.		.		Q		Q		.		.		.		.		.		.		.					2　	54		−
１０３	Q		Q		.		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q				10　	10	CALL
１０４	Q		Q		Q		Q		.		Q		Q		Q		Q		Q		Q				10　	10	CALL
１０６	.		.		.		Q		Q		Q		.		Q		Q		Q		.					6　	38	CALL
１０７	Q		Q		Q		Q		Q		.		Q		.		.		Q		Q					8　	27	CALL
１０９	.		Q		Q		.		Q		.		Q		.		Q		Q		.					6　	38	CALL
１１２	Q		Q		Q		Q		.		.		Q		Q		Q		.		Q					8　	27	CALL
１１３	Q		.		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q				10　	10	CALL
１１５	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		.		Q				10　	10	CALL
１１７	Q		Q		.		Q		Q		Q		.		.		Q		Q		Q					8　	27	CALL
１１８	.		Q		.		.		.		.		Q		.		.		.		.					2　	54		−
１１９	.		Q		Q		.		.		Q		.		Q		.		Q		Q					6　	38	CALL
１２２	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q				11　		1	CALL
１２４	Q		.		.		.		.		Q		.		Q		.		.		.					3　	51		−

【３次予選】

　　　	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	
背番号	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		得点	順位	判定
　　１	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q				11　		1	CALL
　　２	.		Q		Q		.		Q		.		.		Q		Q		Q		.					6　	21	CALL
　　７	Q		Q		.		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		.					9　	11	CALL
　１３	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　	41		−
　１４	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q				11　		1	CALL
　１７	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		.		Q		.		Q					9　	11	CALL
　２０	.		.		.		Q		.		.		Q		Q		.		Q		.					4　	28		−
　２２	.		.		.		.		Q		.		.		Q		.		.		Q					3　	32		−
　２４	Q		Q		Q		Q		.		Q		.		.		Q		.		.					6　	21	CALL
　２７	.		.		Q		.		.		.		.		.		Q		.		Q					3　	32		−
　２８	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q				11　		1	CALL
　３２	.		.		.		.		.		.		Q		.		.		.		Q					2　	37		−
　３４	Q		Q		.		.		.		Q		Q		Q		Q		Q		.					7　	19	CALL
　４０	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　	41		−
　４１	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		.		Q		Q				10　		6	CALL
　４３	Q		Q		.		.		.		.		.		Q		Q		.		Q					5　	26		−
　４６	Q		Q		.		Q		.		.		.		.		.		Q		.					4　	28		−
　５２	Q		Q		Q		Q		.		Q		Q		Q		Q		Q		Q				10　		6	CALL
　５４	.		Q		Q		.		Q		Q		Q		.		.		Q		.					6　	21	CALL
　５８	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		.		.		Q					9　	11	CALL
　６１	Q		.		.		.		Q		.		.		.		.		.		.					2　	37		−
　６４	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		.		Q		Q		.					9　	11	CALL
　６８	.		.		.		Q		Q		Q		Q		.		.		.		Q					5　	26		−
　７０	Q		.		Q		Q		Q		.		.		Q		Q		.		Q					7　	19	CALL
　７３	.		.		.		.		.		.		.		.		Q		Q		Q					3　	32		−
　７４	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q				11　		1	CALL
　７９	.		.		Q		.		.		Q		.		Q		Q		Q		Q					6　	21	CALL
　８０	.		.		Q		Q		.		Q		Q		Q		.		Q		.					6　	21	CALL
　８２	.		.		.		.		Q		.		.		.		.		.		.					1　	39		−
　８３	Q		.		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q				10　		6	CALL
　９４	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		.				10　		6	CALL
　９７	.		Q		Q		Q		Q		.		.		Q		Q		Q		Q					8　	15	CALL
１０３	.		.		.		.		Q		.		.		.		.		Q		Q					3　	32		−
１０４	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		.		Q		Q		Q				10　		6	CALL
１０６	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　	41		−
１０７	Q		Q		Q		Q		.		Q		Q		Q		.		Q		.					8　	15	CALL
１０９	.		.		.		.		.		.		.		.		Q		.		.					1　	39		−
１１２	Q		.		Q		Q		.		Q		Q		Q		Q		.		Q					8　	15	CALL
１１３	.		Q		.		.		Q		.		.		.		.		.		Q					3　	32		−
１１５	Q		Q		Q		Q		.		Q		Q		Q		.		.		Q					8　	15	CALL
１１７	Q		.		.		.		Q		.		Q		.		Q		.		.					4　	28		−
１１９	.		Q		.		.		.		Q		.		Q		.		Q		.					4　	28		−
１２２	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q				11　		1	CALL

【４次予選】

　　　	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	
背番号	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		得点	順位	判定
　　１	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q				11　		1	CALL
　　２	.		.		.		.		.		.		.		.		Q		.		.					1　	24		−
　　７	Q		Q		.		Q		Q		Q		.		Q		Q		Q		.					8　	11	CALL
　１４	Q		Q		.		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q				10　		7	CALL
　１７	.		.		Q		.		Q		.		Q		.		.		.		.					3　	20		−
　２４	Q		Q		.		Q		.		Q		.		.		Q		Q		.					6　	15	CALL
　２８	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		.		Q		Q		Q				10　		7	CALL
　３４	.		.		Q		Q		.		.		.		Q		Q		Q		Q					6　	15	CALL
　４１	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q				11　		1	CALL
　５２	Q		Q		Q		.		.		Q		Q		Q		.		.		Q					7　	13	CALL
　５４	.		.		.		.		.		.		.		.		.		Q		.					1　	24		−
　５８	Q		Q		Q		.		Q		Q		Q		Q		.		.		Q					8　	11	CALL



　６４	Q		.		Q		Q		Q		.		Q		Q		.		.		Q					7　	13	CALL
　７０	Q		.		.		Q		Q		.		.		Q		Q		Q		.					6　	15	CALL
　７４	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		.		Q				10　		7	CALL
　７９	.		.		.		.		.		Q		.		.		.		Q		Q					3　	20		−
　８０	.		.		Q		.		.		.		Q		.		.		.		.					2　	22		−
　８３	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q				11　		1	CALL
　９４	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q				11　		1	CALL
　９７	.		Q		Q		.		Q		.		.		.		.		Q		.					4　	19		−
１０４	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q				11　		1	CALL
１０７	.		.		.		.		.		.		Q		Q		.		.		.					2　	22		−
１１２	Q		Q		Q		Q		Q		Q		.		Q		Q		Q		Q				10　		7	CALL
１１５	.		Q		.		Q		.		Q		Q		.		Q		.		Q					6　	15	CALL
１２２	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q				11　		1	CALL

【準決勝】

　　　	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	
背番号	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		得点	順位	判定
　　１	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q				11　		1	CALL
　　７	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　	18		−
　１４	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q				11　		1	CALL
　２４	Q		.		.		Q		.		.		.		.		Q		.		.					3　	10		−
　２８	Q		Q		Q		.		Q		Q		.		Q		.		Q		Q					8　		4	CALL
　３４	.		.		.		.		.		.		.		.		.		Q		.					1　	13		−
　４１	.		Q		.		Q		.		Q		Q		Q		.		Q		Q					7　		8	CALL
　５２	.		.		.		Q		Q		.		Q		.		Q		.		.					4　		9		−
　５８	.		.		.		.		Q		.		.		.		.		.		Q					2　	12		−
　６４	.		.		Q		.		.		.		.		.		.		.		.					1　	13		−
　７０	.		.		.		.		.		.		.		.		Q		.		.					1　	13		−
　７４	.		.		.		.		Q		.		.		.		Q		.		Q					3　	10		−
　８３	Q		Q		Q		Q		.		Q		Q		Q		.		Q		.					8　		4	CALL
　９４	Q		Q		Q		.		Q		Q		Q		.		Q		.		Q					8　		4	CALL
１０４	Q		Q		Q		Q		.		Q		Q		Q		.		Q		.					8　		4	CALL
１１２	.		.		Q		.		.		.		.		.		.		.		.					1　	13		−
１１５	.		.		.		.		.		.		.		Q		.		.		.					1　	13		−
１２２	Q		Q		.		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q				10　		3	CALL

【決　勝】

　　　	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	
背番号	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q			Ｑ	総合
　　１	4		4		4		4		3		4		3		6		4		3		3			3.0	３
　１４	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1			1.0	１
　２８	6		3		3		6		6		6		7		4		8		6		6			6.0	６
　４１	8		7		8		7		8		7		8		7		6		8		8			8.0	８
　８３	5		5		5		3		5		3		4		5		5		5		4			4.0	４
　９４	7		8		7		8		4		8		5		8		7		7		7			7.0	７
１０４	3		6		6		5		7		5		6		3		3		4		5			5.0	５
１２２	2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2			2.0	２

【最終結果】

　背番号　リーダー　								パートナー　						所属　　　　　　　　　　　成績
　　　１　中嶋　秀樹						　中嶋　美喜						　コダマ・ボールルームダン　決勝　３位
　　　２　山本　純一郎				　田上　佳代子				　山本かおるダンス教室				　４次
　　　５　菊池　和春						　酒井　恵美						　ダンスジャルダン大						　２次
　　　６　林　俊徳								　林　曜子								　ホールセントラル								　１次
　　　７　小野　大輔						　中村　佳菜						　サードダンススクール				　準決
　　　８　岩田　亮二						　加ǹ　万智						　青柳ダンスアカデミー				　２次
　　　９　佐藤　雅史						　福田　淳子						　アマノダンスクラブ						　１次
　　１０　赤峰　忠明						　赤峰　えりこ				　RIZダンススクール							　２次
　　１１　吉川　雅博						　木村　まり子				　スタジオR															　２次
　　１２　沖野　智征						　中村　綾子						　ダンススクール	ロイヤル	　１次
　　１３　林　雅也								　大嶋　香里						　ケヅカテツオダンスアカデ　３次
　　１４　庄司　浩太						　庄司　名美						　高田馬場　山野ダンススク　決勝　１位
　　１５　石田　武								　奥山　淑子						　ダンスフォレスト								　１次
　　１６　楠谷　喜洋						　楠谷　恵								　片山ダンススクール						　１次
　　１７　鈴木　肖生						　鈴木　みゆき				　スズキノリオダンスカンパ　４次
　　１８　田口　裕登						　榎田　真麻						　ダンス教室エイト								　１次
　　１９　水口　直哉						　水口　理佳子				　ミズグチダンススクール		　１次
　　２０　木村　嘉宏						　木村　敦子						　海宝ダンススクール						　３次
　　２１　杉村　浩也						　山梨　智美						　スタジオwith寺井ダンスカ　１次
　　２２　光田　晋								　水元　美穂						　イシバシケンタダンススタ　３次
　　２３　三上　芳弘						　小山　百合子				　ダンススクールエメラルド　１次
　　２４　蛭田　康平						　山本　菜緒						　助川ダンス教室										　準決
　　２５　渡辺　勝彦						　加島　久乃						　渡辺勝彦ダンス教室						　２次
　　２６　宮川　祐也						　宮川　友里子				　中田ダンススクール						　１次
　　２７　蜷川　勝俊						　新妻　由紀						　踊場Studioスカイ								　３次
　　２８　Shao	Shuai						　田中　彩恵						　ヨコミチダンスプラザ				　決勝　６位
　　２９　当麻　眞示						　木村　佳代子				　横浜ダンス学院										　１次
　　３１　加藤　一雄						　鈴木　悦子						　スタジオ・ベル										　１次
　　３２　楢林　明博						　糸山　由里子				　コレットダンススタジオ		　３次
　　３３　勝俣　広								　札　京子								　蔵の街ダンススタジオFuda　１次
　　３４　林　俊喬								　竹森　舞								　千田修治ソシアルダンスカ　準決
　　３５　世古宗　弘一				　世古宗　友子				　セコムネ	ダンス	フィール　２次
　　３６　迎　孝										　永野　瑞穂						　ダンススタジオ	ウエノ			　２次
　　３９　佐久間　重行				　渋谷　春美						　海老原ダンススクール				　１次
　　４０　高柳　克久						　升本　真実						　																								　３次
　　４１　朝増　拓哉						　中川　千秋						　スズキイチロー・ダンスア　決勝　８位
　　４３　内山　良太						　内山　真由美				　ダンス教室エイト								　３次
　　４６　正藤　隆史						　正藤　智子						　正藤ダンススクール						　３次
　　４８　中島　宗一						　佐久間　久美子		　																								　１次
　　４９　馬場　康宏						　馬場　真友美				　目黒駅前馬場ダンス教室		　２次
　　５０　安部　邦臣						　安部　弥美						　ダンススタジオファミリー　１次
　　５２　富田　宗嗣						　富田　陽子						　トミタボールルームダンス　準決
　　５３　及川　考人						　�木　恭子						　銀座ソシアルダンシング		　２次
　　５４　岡　政宏								　笠松　舞奈						　ファミリアダンススポーツ　４次
　　５５　一条　まこと				　一条　みわこ				　一条ダンススタジオ						　１次
　　５７　原田　博行						　原田　園子						　かまとり駅前ダンススクー　１次
　　５８　三上　和久						　川又　千佳						　サードダンススクール				　準決
　　５９　吉田　貴裕						　田中　真琴						　東宝ダンスホール								　１次
　　６１　清水　啓司						　疋田　貴子						　チョイスダンススタジオ		　３次
　　６２　鈴木　康友						　鈴木　海美						　高円寺	毛塚ダンス教室			　２次
　　６３　鋤柄　裕								　水口　操								　WINGダンススクール						　１次
　　６４　鈴木　啓								　古川　玲奈						　AIR	Dance	Lounge								　準決
　　６５　杉嶋　浩和						　小柳　麻里						　ECHO	DANCE	COMPANY						　１次
　　６７　西原　光熙						　西原　典子						　ニシハラコウキダンスアカ　１次
　　６８　豊島　慶一						　豊島　絵梨子				　Ciao	Dance														　３次
　　７０　櫻井　朝之						　木須　サオリ				　小嶋鉄治ダンススタジオ		　準決
　　７２　畠山　貴弘						　日高　未奈巳				　小浜ダンスプラザ平塚北口　２次
　　７３　王野　振稔						　王野　亜紀						　ミウラダンス教室								　３次
　　７４　藤原　全史						　増田　恵実						　フジワラダンスアカデミー　準決
　　７５　森　雅寿								　井上　友花						　ツダダンス														　２次
　　７６　山西　貴之						　山西　弥生						　ダンス教室エイト								　１次
　　７７　飯塚　宏樹						　飯塚　優子						　ダンススタジオ飯塚						　１次
　　７８　宇土　曜史						　伊藤　未途						　ダンス	スタジオ	アジール　２次
　　７９　本多　覚								　本多　美季						　DANCE	PATIO	T&T									　４次
　　８０　池本　則恒						　樫本　真実						　イケモトダンスワールド		　４次



　　８１　天野　功								　天野　麻美子				　アマノダンススクール				　２次
　　８２　高橋　団								　姫見　麻未						　シライシダンススタジオ		　３次
　　８３　樋口　暢哉						　柴田　早綾香				　ミヤジマヒデユキダンスス　決勝　４位
　　８４　佐藤　功								　赤石　恒子						　ワールドステップ								　１次
　　８５　上妻　秀典						　大神　ひとみ				　スタジオ	アンゲリック			　１次
　　８６　越川　真人						　越川　民子						　コシカワダンススクール		　２次
　　８８　新里　真明						　新里　久美子				　ニイザトダンスアカデミー　２次
　　８９　内田　真史						　小村　明美						　小村ダンスファクトリ				　１次
　　９０　長島　玄起						　鈴木　英香						　タカマツダンススクール		　１次
　　９１　山口　慎介						　千波　杏奈						　スタジオWITH寺井ダンスカ　２次
　　９２　東　晋一								　東　耀子								　アドバンスダンススタジオ　１次
　　９４　水出　光								　雨宮　可奈						　矢部行英ダンスカンパニー　決勝　７位
　　９５　佐藤　準一						　金澤　美子						　サトウダンスアカデミー		　１次
　　９６　加藤　眞一						　秋谷　くみ						　松竹ダンスプラザ								　１次
　　９７　大村　隼								　大村　素子						　京橋ダンススクール						　４次
　　９８　大竹　道雄						　高田　美穂子				　オオタケダンススクール		　２次
　１００　栗原　秀雄						　大山　聡子						　栗原ダンス倶楽部								　１次
　１０１　遠藤　秀和						　土屋　美哉						　エンドウヒデカズ	ダンス	　２次
　１０２　津々路　大介				　津々路　恭子				　ミホソシアルダンス						　１次
　１０３　岩佐　晃次						　若木　敬子						　イワサコウジ・ダンスアカ　３次
　１０４　臼井　一史						　臼井　恵								　サカネダンススクール				　決勝　５位
　１０６　石川　浩之						　菅野　純代						　イシカワヒロユキダンスス　３次
　１０７　木村　勇								　伊藤　瑞穂						　ケヅカテツオダンスアカデ　４次
　１０８　一條　正雄						　小林　良子						　																								　１次
　１０９　池田　彰宏						　小島　律子						　池田ダンススタジオ						　３次
　１１０　松田　時和						　佐原　佑衣						　ダンススクール	ロイヤル	　１次
　１１２　石原　正敏						　横山　晴巳						　サードダンススクール				　準決
　１１３　石井　誠治						　水摩　あさみ				　ダンス教室エイト								　３次
　１１５　小平　寛								　上村　美保						　コダイラヒロシダンススク　準決
　１１６　打越　美智夫				　打越　珠恵						　ウチコシミチオダンススタ　１次
　１１７　永堀　隆幸						　上原　翼								　嶺岸ソシアルダンスカンパ　３次
　１１８　片山　雄暉						　片山　法子						　片山ダンススクール						　２次
　１１９　吉村　真治						　吉村　美恵子				　アマノダンスクラブ						　３次
　１２１　田中　雄大						　小倉　さゆり				　																								　１次
　１２２　三浦　大輔						　三浦　美和子				　海宝ダンススクール						　決勝　２位
　１２３　高田　信行						　源田　貴子						　タカダダンススクール				　１次
　１２４　羽村　康弘						　中原　千景						　羽村ダンススクール						　２次　

------------------------------------------------------------------------------
ﾌﾟﾛ･ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ･ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝﾀﾞﾝｽ選手権･ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ総合　出場：56組　種目：CSRPJ
------------------------------------------------------------------------------

　　　	2		
背番号				5種目	総合
　　１	1			1.0	１
　　２	3			3.0	３
　５５	2			2.0	２

【最終結果】

　背番号　リーダー　								パートナー　						所属　　　　　　　　　　　成績
　　　１　渡部　真之						　渡部　倫子						　幸村ダンススクール						　決勝　１位
　　　２　加治屋　貴士				　清水　舞								　Team	Dance	Creative	Ente　決勝　３位
　　５５　歩浜　敏夫						　松浦　のぞみ				　ケヅカテツオダンスアカデ　決勝　２位

------------------------------------------------------------------------------
ﾌﾟﾛ･ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ･ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝﾀﾞﾝｽ選手権･ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ(Ｃ)　出場：52組　種目：Ｃ
------------------------------------------------------------------------------

【１次予選】

　　　	2		4		6		8		10	12	14	16	18	20	22	
背番号	C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		得点	順位	判定
　　１	C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C				11　		1	CALL
　　２	C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C				11　		1	CALL
　　３	C		C		C		C		C		C		C		.		C		C		C				10　	19	CALL
　　６	C		.		.		.		.		C		.		C		C		.		.					4　	44		−
　　７	.		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C				10　	19	CALL
　　８	C		C		C		.		.		.		.		C		.		.		.					4　	44		−
　　９	.		C		.		C		C		.		C		.		C		C		C					7　	38	CALL
　１０	C		.		C		C		C		C		C		C		C		C		C				10　	19	CALL
　１１	C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C				11　		1	CALL
　１２	C		C		C		C		.		C		C		C		C		C		C				10　	19	CALL
　１３	C		.		.		.		C		.		.		.		.		.		C					3　	47		−
　１４	C		.		C		C		C		C		C		C		C		C		C				10　	19	CALL
　１５	C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C				11　		1	CALL
　１６	.		.		.		.		.		C		.		.		.		.		.					1　	50		−
　１７	.		C		C		C		C		.		C		.		C		.		.					6　	40	CALL
　１８	C		.		.		C		C		C		C		C		C		C		C					9　	35	CALL
　１９	C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C				11　		1	CALL
　２０	C		C		.		C		C		C		C		C		C		C		C				10　	19	CALL
　２２	.		C		C		.		.		.		.		C		.		C		.					4　	44		−
　２３	C		C		C		C		C		.		C		C		.		.		C					8　	36	CALL
　２４	C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C				11　		1	CALL
　２５	C		C		C		.		.		C		.		.		.		C		.					5　	41		−
　２６	.		.		C		C		.		.		.		.		.		.		.					2　	49		−
　２７	C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C				11　		1	CALL
　２８	C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C				11　		1	CALL
　２９	C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C				11　		1	CALL
　３０	.		.		.		.		C		C		.		C		C		C		.					5　	41		−
　３１	.		C		.		.		.		.		.		.		.		.		.					1　	50		−
　３２	C		C		C		C		C		C		C		C		.		C		C				10　	19	CALL
　３３	C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C				11　		1	CALL
　３４	C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C				11　		1	CALL
　３５	C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C				11　		1	CALL
　３６	C		C		C		C		C		C		C		C		.		C		C				10　	19	CALL
　３７	C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C				11　		1	CALL
　３８	C		.		C		C		C		C		C		C		C		C		C				10　	19	CALL
　３９	C		C		C		.		.		.		.		.		.		.		.					3　	47		−
　４０	.		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C				10　	19	CALL
　４１	C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C				11　		1	CALL
　４２	C		C		.		C		C		C		C		C		C		C		C				10　	19	CALL
　４３	.		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C				10　	19	CALL
　４４	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　	52		−
　４５	C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C				11　		1	CALL
　４６	C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C				11　		1	CALL
　４８	.		.		C		.		C		.		.		.		C		C		C					5　	41		−
　４９	C		C		.		C		C		C		C		C		C		C		C				10　	19	CALL
　５０	C		C		C		.		.		.		C		C		C		C		C					8　	36	CALL
　５１	C		C		C		C		C		C		C		C		C		.		C				10　	19	CALL
　５２	C		.		C		C		C		C		C		C		C		C		C				10　	19	CALL
　５３	C		C		.		C		.		C		C		.		C		C		.					7　	38	CALL
　５４	C		C		C		C		C		C		C		C		C		.		C				10　	19	CALL
　５５	C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C				11　		1	CALL
　５６	C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C				11　		1	CALL



【２次予選】

　　　	2		4		6		8		10	12	14	16	18	20	22	
背番号	C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		得点	順位	判定
　　１	C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C				11　		1	CALL
　　２	C		C		.		.		.		.		C		.		C		C		C					6　	24	CALL
　　３	C		.		.		C		.		C		C		.		C		C		C					7　	20	CALL
　　７	C		C		C		C		C		C		.		C		C		.		.					8　	13	CALL
　　９	.		.		C		C		.		.		C		.		C		.		.					4　	31		−
　１０	C		C		.		C		C		C		.		C		C		C		C					9　		6	CALL
　１１	C		C		C		.		C		C		.		C		.		.		.					6　	24	CALL
　１２	.		.		C		.		C		.		.		.		.		C		C					4　	31		−
　１４	.		C		C		.		C		C		C		C		C		.		.					7　	20	CALL
　１５	C		C		C		C		C		.		C		.		.		C		C					8　	13	CALL
　１７	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　	40		−
　１８	.		.		.		C		.		C		C		C		.		.		C					5　	26		−
　１９	C		C		.		C		C		C		C		C		C		C		C				10　		2	CALL
　２０	C		.		C		.		C		.		.		C		.		C		.					5　	26		−
　２３	.		.		.		.		C		.		.		.		.		.		C					2　	38		−
　２４	C		C		.		C		C		C		C		C		C		C		C				10　		2	CALL
　２７	.		.		C		C		.		.		C		C		C		C		C					7　	20	CALL
　２８	C		C		.		C		C		C		C		.		.		C		C					8　	13	CALL
　２９	C		C		.		C		C		C		.		C		C		C		C					9　		6	CALL
　３２	C		C		C		C		.		C		C		C		.		.		C					8　	13	CALL
　３３	.		.		.		.		C		.		C		C		.		C		.					4　	31		−
　３４	C		C		C		C		.		.		C		.		C		C		C					8　	13	CALL
　３５	C		C		C		C		C		C		C		C		.		C		.					9　		6	CALL
　３６	.		C		C		.		.		C		.		.		.		.		.					3　	35		−
　３７	.		C		C		C		C		C		C		.		C		C		C					9　		6	CALL
　３８	C		.		C		.		C		C		C		C		C		.		C					8　	13	CALL
　４０	.		.		.		.		.		C		.		C		C		.		.					3　	35		−
　４１	C		C		C		C		.		C		C		C		C		C		.					9　		6	CALL
　４２	.		.		.		.		C		.		.		C		.		.		.					2　	38		−
　４３	.		C		C		.		C		C		.		.		.		C		.					5　	26		−
　４５	C		.		C		C		C		.		C		C		C		.		C					8　	13	CALL
　４６	C		C		.		C		C		C		C		.		C		C		C					9　		6	CALL
　４９	C		C		C		C		.		C		C		.		C		C		C					9　		6	CALL
　５０	.		C		C		.		.		.		.		.		C		.		.					3　	35		−
　５１	C		.		C		.		C		C		.		C		C		.		C					7　	20	CALL
　５２	C		C		C		C		.		C		C		C		C		C		C				10　		2	CALL
　５３	.		C		.		C		C		.		.		C		.		.		.					4　	31		−
　５４	C		C		.		.		.		.		.		.		C		C		C					5　	26		−
　５５	C		.		C		C		C		C		C		C		C		C		C				10　		2	CALL
　５６	.		.		C		C		.		.		C		C		.		C		.					5　	26		−

【３次予選】

　　　	2		4		6		8		10	12	14	16	18	20	22	
背番号	C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		得点	順位	判定
　　１	C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C				11　		1	CALL
　　２	C		.		C		.		C		.		C		C		C		C		C					8　	10	CALL
　　３	C		.		.		.		.		C		.		C		C		.		C					5　	17		−
　　７	C		C		C		C		.		.		.		C		.		.		.					5　	17		−
　１０	C		.		.		C		.		C		.		C		C		C		C					7　	13	CALL
　１１	.		C		.		.		C		.		.		.		C		.		.					3　	23		−
　１４	C		C		.		.		C		.		C		.		.		.		.					4　	21		−
　１５	.		.		C		C		C		C		C		.		C		C		C					8　	10	CALL
　１９	C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C				11　		1	CALL
　２４	C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		.				10　		5	CALL
　２７	.		.		C		.		.		.		.		.		.		.		C					2　	24		−
　２８	C		C		C		C		C		C		C		.		.		C		C					9　		6	CALL
　２９	.		C		.		C		.		C		.		C		.		C		.					5　	17		−
　３２	.		C		C		C		.		.		.		C		C		C		.					6　	16	CALL
　３４	.		.		C		C		.		.		C		.		C		C		.					5　	17		−
　３５	.		.		C		C		.		.		.		.		.		.		.					2　	24		−
　３７	.		C		.		.		C		C		C		C		.		C		C					7　	13	CALL
　３８	C		C		C		.		C		C		C		C		.		.		C					8　	10	CALL
　４１	C		.		.		C		C		C		C		C		.		C		.					7　	13	CALL
　４５	C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C				11　		1	CALL
　４６	C		.		.		C		C		C		C		C		C		C		C					9　		6	CALL
　４９	C		C		C		.		C		C		C		.		C		C		C					9　		6	CALL
　５１	.		C		C		.		.		.		.		.		C		.		C					4　	21		−
　５２	C		C		.		C		C		C		C		C		C		.		C					9　		6	CALL
　５５	C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C				11　		1	CALL

【準決勝】

　　　	2		4		6		8		10	12	14	16	18	20	22	
背番号	C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		得点	順位	判定
　　１	C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C				11　		1	CALL
　　２	.		.		.		.		C		.		C		.		C		C		C					5　		7	CALL
　１０	C		.		C		C		.		.		.		.		.		.		.					3　	12		−
　１５	C		.		C		.		.		C		C		.		C		C		C					7　		5	CALL
　１９	.		C		.		.		C		C		.		.		.		C		C					5　		7	CALL
　２４	C		C		.		C		C		C		C		C		C		.		.					8　		3	CALL
　２８	.		.		.		C		.		.		.		.		.		C		C					3　	12		−
　３２	C		C		C		C		.		.		.		.		.		C		.					5　		7	CALL
　３７	.		C		.		.		.		.		.		C		.		.		.					2　	15		−
　３８	.		C		C		.		C		.		.		C		.		.		C					5　		7	CALL
　４１	.		.		.		.		C		C		.		.		.		.		.					2　	15		−
　４５	.		.		C		C		.		.		.		C		C		.		.					4　	11		−
　４６	C		C		C		.		.		C		C		C		C		.		C					8　		3	CALL
　４９	C		.		.		.		.		.		C		.		.		C		.					3　	12		−
　５２	.		C		.		C		C		C		C		C		C		.		.					7　		5	CALL
　５５	C		.		C		C		C		C		C		C		C		C		C				10　		2	CALL

【決　勝】

　　　	2		4		6		8		10	12	14	16	18	20	22	
背番号	C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C			Ｃ	総合
　　１	2		1		1		1		1		1		1		1		2		3		2			1.0	１
　　２	4		9		A		8		4		A		3		4		9		5		5			5.0	５
　１５	A		4		5		4		2		5		6		6		4		2		1			3.0	３
　１９	8		5		9		9		6		3		7		9		8		4		6			8.0	８
　２４	3		3		8		7		5		4		4		8		6		8		9			6.0	６
　３２	7		7		4		6		A		7		A		A		A		6		A		10.0	10
　３８	6		6		2		A		9		9		9		5		7		9		4			7.0	７
　４６	5		A		6		5		8		8		8		7		3		7		8			9.0	９
　５２	9		2		7		2		3		6		5		3		5		A		7			4.0	４
　５５	1		8		3		3		7		2		2		2		1		1		3			2.0	２

【最終結果】

　背番号　リーダー　								パートナー　						所属　　　　　　　　　　　成績
　　　１　渡部　真之						　渡部　倫子						　幸村ダンススクール						　決勝　１位
　　　２　加治屋　貴士				　清水　舞								　Team	Dance	Creative	Ente　決勝　５位
　　　３　笹生　法章						　笹生　晶子						　笹生ダンススタジオ						　３次
　　　６　香取　伸一						　秋元　美弥						　Dance	Studio	KATORI					　１次



　　　７　溝上　正幸						　杉谷　美樹						　海宝ダンススクール						　３次
　　　８　市野　隆司						　井手　雅子						　ダンザ・エルカミーノ				　１次
　　　９　松本　悠								　北野　恵								　ダンス教室エイト								　２次
　　１０　小野　晃歳						　小野　麻耶						　早川午朗ダンススクール		　準決
　　１１　森　昌太								　沖本　梨江						　ミヤジマヒデユキダンスス　３次
　　１２　田熊　健太						　石田　聖美						　田熊健太ダンススタジオ		　２次
　　１３　本田　豊								　伊藤　麻由						　IKEDA	DANCE	SPACE							　１次
　　１４　白井　鷹征						　泉　侑希								　																								　３次
　　１５　須藤　達矢						　庄司　まゆ						　増田ダンスアカデミー				　決勝　３位
　　１６　小泉　恵寿						　小泉　由美子				　コイズミダンススクール		　１次
　　１７　安井　建								　中川　洋子						　ダンススタジオ	ブルーム	　２次
　　１８　箱田　翔次郎				　田原　麻吏可				　日暮里ニシダダンススクー　２次
　　１９　鈴木　勇人						　佐藤　彩								　二ﾂ森亨ダンスアカデミー	　決勝　８位
　　２０　伊藤　英裕						　伊藤　美穂						　白幡ダンススクール						　２次
　　２２　三浦　悟								　向井　志保						　助川ダンス教室										　１次
　　２３　大野　雅俊						　神崎　美棹						　ダンススタジオ	ラ・フェ	　２次
　　２４　中川　真仁						　横井　まりね				　矢部行英ダンスカンパニー　決勝　６位
　　２５　岩崎　祐一						　三井　なおみ				　Ｍ・トモミスポーツダンス　１次
　　２６　坂本　裕次						　染谷　知子						　																								　１次
　　２７　勝川　佳和						　清水　佳奈子				　オザキダンススタジ						　３次
　　２８　大坂　宜史						　佐々木　由季子		　TOYS	DANCE	PLACE								　準決
　　２９　奥野　功士						　本田　和代						　滋賀ボールルームダンスス　３次
　　３０　斎藤　友男						　斎藤　千鶴子				　ドリーム・ダンススクール　１次
　　３１　石井　義雄						　佐藤　アイナ				　結城ダンス教室										　１次
　　３２　槇　建大郎						　福吉　由利子				　イシカワヒロユキダンスス　決勝　10位
　　３３　長谷川　裕紀				　綿引　ゆり杏				　ダンススタジオ	コガ					　２次
　　３４　櫻井　美規雄				　久門　瑞季						　矢吹淳次ダンススタジオ		　３次
　　３５　藤井　洋介						　宇野　順子						　サムズダンスス										　３次
　　３６　木下　聡明						　山内　砂穂						　木下ダンスワールド						　２次
　　３７　神谷　朋昌						　植竹　淑恵						　楠潤一郎ダンスアカデミー　準決
　　３８　太田　洵司						　松原　優								　オオタダンスアカデミー		　決勝　７位
　　３９　亘　肇夫								　伊藤　真由美				　ウサミダンススタジ						　１次
　　４０　小牟田　徹						　小牟田　実華				　イシバシケンタダンススタ　２次
　　４１　加藤　義人						　小林　維斗						　二ﾂ森亨ダンスアカデミー	　準決
　　４２　鍵本　浩也						　森谷　恵子						　コジマダンスアカデミー		　２次
　　４３　田中　直樹						　石川　真理子				　ダンスオプション六本木		　２次
　　４４　芦川　憲治						　佐藤　博子						　アイニーダンススタジオ		　１次
　　４５　永田　勝規						　八幡　さやか				　永田勝規ダンススタジオ		　準決
　　４６　中川　智宏						　毛利　桃子						　早川午朗ダンススクール		　決勝　９位
　　４８　武田　葵								　坪井　実美						　mImI	dance														　１次
　　４９　�野　大樹						　加藤　奈々						　ソシアルダンススタジオ　　準決
　　５０　増山　誠記						　増山　和代						　ますやませいきダンススク　２次
　　５１　手塚　忍								　片山　麗伽						　Healingart	Dance	Acad			　３次
　　５２　中村　将太						　中村　雪								　S&Yナカムラダンススタジ	　決勝　４位
　　５３　田中　航介						　成澤　夏帆						　大塚出ダンススクール				　２次
　　５４　遠藤　健一郎				　遠藤　知美						　M・トモミ　スポーツダン	　２次
　　５５　歩浜　敏夫						　松浦　のぞみ				　ケヅカテツオダンスアカデ　決勝　２位
　　５６　岡　真由								　井関　奈津子				　幸村ダンススクール						　２次

------------------------------------------------------------------------------
ﾌﾟﾛ･ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ･ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝﾀﾞﾝｽ選手権･ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ(Ｓ)　出場：52組　種目：Ｓ
------------------------------------------------------------------------------

【１次予選】

　　　	2		4		6		8		10	12	14	16	18	20	22	
背番号	S		S		S		S		S		S		S		S		S		S		S		得点	順位	判定
　　１	S		S		S		S		S		S		S		S		S		S		S				11　		1	CALL
　　２	.		S		S		S		S		S		S		S		S		S		S				10　	21	CALL
　　３	S		S		S		S		S		S		S		S		S		S		S				11　		1	CALL
　　６	S		S		.		.		.		S		.		.		.		.		.					3　	45		−
　　７	S		S		.		S		S		S		S		S		S		.		S					9　	35	CALL
　　８	.		S		S		.		.		.		.		S		.		.		.					3　	45		−
　　９	.		.		S		S		.		S		S		.		S		S		S					7　	39	CALL
　１０	S		.		S		S		S		S		S		S		S		S		S				10　	21	CALL
　１１	S		S		S		S		S		S		S		S		S		S		S				11　		1	CALL
　１２	S		S		S		S		S		S		S		.		S		S		S				10　	21	CALL
　１３	S		.		.		.		S		.		.		S		.		S		.					4　	43		−
　１４	S		.		S		S		S		S		S		S		S		S		S				10　	21	CALL
　１５	S		S		S		S		S		S		S		S		S		S		S				11　		1	CALL
　１６	.		.		.		S		.		S		.		.		.		.		.					2　	48		−
　１７	.		S		.		.		S		.		.		S		.		.		.					3　	45		−
　１８	S		S		S		S		S		S		S		S		S		S		S				11　		1	CALL
　１９	S		S		S		S		S		S		S		S		S		S		S				11　		1	CALL
　２０	S		S		S		S		S		S		S		S		S		S		S				11　		1	CALL
　２２	.		S		.		.		.		.		.		.		S		.		.					2　	48		−
　２３	S		.		S		S		S		.		S		S		S		S		S					9　	35	CALL
　２４	S		S		S		S		S		S		S		S		S		S		S				11　		1	CALL
　２５	S		S		S		.		.		.		S		.		.		S		.					5　	41		−
　２６	.		S		S		S		.		S		.		S		.		S		.					6　	40	CALL
　２７	S		S		S		S		S		S		S		S		S		S		S				11　		1	CALL
　２８	S		S		.		.		S		S		S		S		S		S		S					9　	35	CALL
　２９	S		S		S		S		S		.		S		S		S		S		S				10　	21	CALL
　３０	.		.		S		S		S		.		.		S		.		.		.					4　	43		−
　３１	.		S		.		.		.		.		.		.		.		.		.					1　	50		−
　３２	S		S		S		S		S		S		S		S		S		S		S				11　		1	CALL
　３３	S		S		S		S		S		S		S		S		S		S		S				11　		1	CALL
　３４	S		.		S		S		S		S		S		S		S		S		S				10　	21	CALL
　３５	S		S		S		S		S		S		S		.		S		S		S				10　	21	CALL
　３６	S		S		S		S		S		S		S		S		S		S		S				11　		1	CALL
　３７	S		S		S		S		S		S		S		S		.		S		S				10　	21	CALL
　３８	.		S		S		S		S		S		S		S		S		S		S				10　	21	CALL
　３９	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　	51		−
　４０	S		S		S		S		S		S		S		S		S		S		S				11　		1	CALL
　４１	S		S		S		S		S		S		S		S		S		S		S				11　		1	CALL
　４２	S		S		S		S		S		S		S		S		S		S		S				11　		1	CALL
　４３	S		S		S		S		S		S		S		S		S		S		S				11　		1	CALL
　４４	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　	51		−
　４５	S		S		S		S		S		S		S		S		S		S		S				11　		1	CALL
　４６	S		S		S		S		S		S		S		S		S		S		S				11　		1	CALL
　４８	S		S		.		.		.		.		S		.		S		.		S					5　	41		−
　４９	S		S		S		S		.		S		S		S		S		S		S				10　	21	CALL
　５０	S		.		S		.		S		S		.		S		S		S		S					8　	38	CALL
　５１	S		S		S		S		S		S		S		S		S		.		S				10　	21	CALL
　５２	S		S		S		S		S		S		S		S		S		S		S				11　		1	CALL
　５３	S		S		.		S		S		S		S		S		S		S		S				10　	21	CALL
　５４	S		S		S		S		S		S		S		.		S		S		S				10　	21	CALL
　５５	S		S		S		S		S		S		S		S		S		S		S				11　		1	CALL
　５６	S		.		S		S		S		S		S		S		S		S		S				10　	21	CALL

【２次予選】

　　　	2		4		6		8		10	12	14	16	18	20	22	
背番号	S		S		S		S		S		S		S		S		S		S		S		得点	順位	判定
　　１	S		S		S		S		S		S		S		S		S		S		S				11　		1	CALL
　　２	S		.		.		S		S		.		S		S		S		S		S					8　	13	CALL
　　３	S		.		S		S		.		S		S		.		S		S		S					8　	13	CALL
　　７	S		S		S		S		.		S		.		S		.		.		.					6　	24	CALL



　　９	.		.		.		S		.		.		S		.		S		.		.					3　	33		−
　１０	S		S		.		S		.		.		.		S		S		S		S					7　	19	CALL
　１１	S		S		S		.		S		S		.		S		.		.		S					7　	19	CALL
　１２	.		.		S		.		S		.		S		.		.		S		.					4　	30		−
　１４	S		S		S		.		S		S		S		.		S		.		.					7　	19	CALL
　１５	.		S		S		S		S		S		S		S		S		S		S				10　		4	CALL
　１８	S		.		.		.		S		.		S		S		.		.		S					5　	28		−
　１９	S		S		S		S		S		S		S		S		S		S		S				11　		1	CALL
　２０	S		S		.		.		S		S		.		.		.		S		.					5　	28		−
　２３	.		S		.		.		S		.		.		.		.		.		S					3　	33		−
　２４	S		S		.		S		S		S		S		S		S		S		S				10　		4	CALL
　２６	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　	40		−
　２７	.		.		S		S		S		.		.		S		S		.		S					6　	24	CALL
　２８	S		S		S		S		.		S		S		.		.		S		S					8　	13	CALL
　２９	S		S		.		S		S		S		.		S		S		S		S					9　		9	CALL
　３２	S		.		.		S		.		S		S		S		.		S		.					6　	24	CALL
　３３	.		.		S		.		S		.		.		S		.		S		.					4　	30		−
　３４	.		.		S		S		.		.		S		.		S		S		S					6　	24	CALL
　３５	S		S		S		S		S		.		S		S		S		S		.					9　		9	CALL
　３６	.		S		S		.		.		S		.		.		S		.		.					4　	30		−
　３７	.		S		S		S		S		S		S		S		S		S		S				10　		4	CALL
　３８	S		S		S		.		S		S		S		S		S		.		S					9　		9	CALL
　４０	.		S		.		.		.		S		.		.		.		.		.					2　	37		−
　４１	.		S		S		S		.		S		S		S		.		S		S					8　	13	CALL
　４２	.		.		.		.		.		.		.		S		.		.		.					1　	38		−
　４３	.		.		S		S		S		S		S		.		S		S		.					7　	19	CALL
　４５	S		S		S		S		S		S		S		S		S		S		S				11　		1	CALL
　４６	S		.		.		S		S		S		S		.		S		S		S					8　	13	CALL
　４９	S		S		S		.		.		S		S		S		S		S		S					9　		9	CALL
　５０	.		S		.		.		.		.		.		.		.		.		.					1　	38		−
　５１	S		S		S		.		.		S		S		.		S		.		S					7　	19	CALL
　５２	S		.		S		S		S		S		S		S		S		S		S				10　		4	CALL
　５３	S		.		.		.		S		.		.		S		.		.		.					3　	33		−
　５４	.		S		S		S		.		.		.		.		.		.		.					3　	33		−
　５５	S		.		S		S		S		S		S		S		S		S		S				10　		4	CALL
　５６	S		S		.		S		S		.		.		S		S		S		S					8　	13	CALL

【３次予選】

　　　	2		4		6		8		10	12	14	16	18	20	22	
背番号	S		S		S		S		S		S		S		S		S		S		S		得点	順位	判定
　　１	S		S		S		S		S		S		S		S		S		S		S				11　		1	CALL
　　２	.		.		.		.		S		S		S		S		S		S		S					7　	11	CALL
　　３	S		.		.		.		.		.		.		S		S		S		S					5　	16	CALL
　　７	.		S		S		S		.		.		.		.		.		.		.					3　	25		−
　１０	S		.		.		S		.		S		S		.		S		.		S					6　	14	CALL
　１１	.		.		S		.		S		S		.		.		S		.		.					4　	21		−
　１４	S		.		S		.		S		.		S		.		.		S		.					5　	16	CALL
　１５	.		S		.		.		S		S		S		S		S		S		S					8　		8	CALL
　１９	S		.		S		S		S		S		S		S		S		S		S				10　		2	CALL
　２４	S		S		S		S		S		S		S		S		S		.		.					9　		6	CALL
　２７	.		S		S		.		.		.		.		.		.		.		S					3　	25		−
　２８	S		S		.		S		S		.		S		.		.		S		S					7　	11	CALL
　２９	.		S		.		S		.		.		.		S		.		S		.					4　	21		−
　３２	S		S		S		S		.		S		.		S		S		S		.					8　		8	CALL
　３４	.		S		.		S		.		S		S		S		.		.		.					5　	16	CALL
　３５	.		.		S		S		.		.		.		.		S		.		.					3　	25		−
　３７	S		S		S		S		S		S		S		S		.		S		S				10　		2	CALL
　３８	S		S		S		.		S		S		S		S		.		.		S					8　		8	CALL
　４１	S		S		.		S		S		S		S		.		S		.		.					7　	11	CALL
　４３	.		S		.		S		S		S		.		.		.		S		.					5　	16	CALL
　４５	.		.		S		.		S		.		.		S		.		S		S					5　	16	CALL
　４６	S		S		S		S		.		S		S		S		S		S		S				10　		2	CALL
　４９	.		.		S		S		.		.		S		.		S		S		S					6　	14	CALL
　５１	S		S		.		.		.		.		.		.		S		.		S					4　	21		−
　５２	S		.		S		S		S		S		S		S		S		S		S				10　		2	CALL
　５５	S		S		.		.		S		S		S		S		S		S		S					9　		6	CALL
　５６	S		.		S		.		S		.		.		S		.		.		.					4　	21		−

【準決勝】

　　　	2		4		6		8		10	12	14	16	18	20	22	
背番号	S		S		S		S		S		S		S		S		S		S		S		得点	順位	判定
　　１	S		S		S		S		S		S		S		S		S		S		S				11　		1	CALL
　　２	S		.		.		.		.		.		S		.		S		S		S					5　		5	CALL
　　３	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		S					1　	17		−
　１０	.		S		S		S		.		.		.		.		.		.		.					3　	13		−
　１４	.		S		.		.		.		.		.		.		.		.		.					1　	17		−
　１５	.		S		.		S		S		S		S		S		S		S		S					9　		2	CALL
　１９	.		S		.		.		S		S		.		.		S		S		.					5　		5	CALL
　２４	S		.		.		.		.		S		S		S		S		.		.					5　		5	CALL
　２８	S		S		.		S		S		.		.		.		.		S		.					5　		5	CALL
　３２	S		S		S		S		.		.		.		.		.		.		.					4　	10		−
　３４	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　	20		−
　３７	S		.		.		.		.		S		.		S		.		.		.					3　	13		−
　３８	.		.		S		.		.		.		.		.		.		.		S					2　	16		−
　４１	.		.		S		S		S		.		S		.		.		.		.					4　	10		−
　４３	.		S		.		.		S		.		.		.		.		S		.					3　	13		−
　４５	.		.		.		.		.		.		.		S		.		.		.					1　	17		−
　４６	S		.		.		.		.		S		.		S		S		.		.					4　	10		−
　４９	.		.		S		S		.		.		S		.		.		S		S					5　		5	CALL
　５２	.		.		S		S		S		S		S		S		S		.		S					8　		4	CALL
　５５	S		.		S		.		S		S		S		S		S		S		S					9　		2	CALL

【決　勝】

　　　	2		4		6		8		10	12	14	16	18	20	22	
背番号	S		S		S		S		S		S		S		S		S		S		S			Ｓ	総合
　　１	2		1		1		1		1		1		1		1		3		6		2			1.0	１
　　２	4		6		9		9		7		8		5		4		9		7		4			7.0	７
　１５	6		4		4		6		2		5		6		3		2		3		1			3.0	３
　１９	9		8		8		8		6		3		8		7		7		5		5			9.0	９
　２４	3		3		5		7		5		4		4		8		8		9		9			4.0	４
　２８	5		5		7		5		8		9		9		9		6		2		8			8.0	８
　４９	8		9		2		3		9		7		3		6		4		1		7			6.0	６
　５２	7		2		6		2		3		6		7		5		5		8		6			5.0	５
　５５	1		7		3		4		4		2		2		2		1		4		3			2.0	２

【最終結果】

　背番号　リーダー　								パートナー　						所属　　　　　　　　　　　成績
　　　１　渡部　真之						　渡部　倫子						　幸村ダンススクール						　決勝　１位
　　　２　加治屋　貴士				　清水　舞								　Team	Dance	Creative	Ente　決勝　７位
　　　３　笹生　法章						　笹生　晶子						　笹生ダンススタジオ						　準決
　　　６　香取　伸一						　秋元　美弥						　Dance	Studio	KATORI					　１次
　　　７　溝上　正幸						　杉谷　美樹						　海宝ダンススクール						　３次
　　　８　市野　隆司						　井手　雅子						　ダンザ・エルカミーノ				　１次
　　　９　松本　悠								　北野　恵								　ダンス教室エイト								　２次



　　１０　小野　晃歳						　小野　麻耶						　早川午朗ダンススクール		　準決
　　１１　森　昌太								　沖本　梨江						　ミヤジマヒデユキダンスス　３次
　　１２　田熊　健太						　石田　聖美						　田熊健太ダンススタジオ		　２次
　　１３　本田　豊								　伊藤　麻由						　IKEDA	DANCE	SPACE							　１次
　　１４　白井　鷹征						　泉　侑希								　																								　準決
　　１５　須藤　達矢						　庄司　まゆ						　増田ダンスアカデミー				　決勝　３位
　　１６　小泉　恵寿						　小泉　由美子				　コイズミダンススクール		　１次
　　１７　安井　建								　中川　洋子						　ダンススタジオ	ブルーム	　１次
　　１８　箱田　翔次郎				　田原　麻吏可				　日暮里ニシダダンススクー　２次
　　１９　鈴木　勇人						　佐藤　彩								　二ﾂ森亨ダンスアカデミー	　決勝　９位
　　２０　伊藤　英裕						　伊藤　美穂						　白幡ダンススクール						　２次
　　２２　三浦　悟								　向井　志保						　助川ダンス教室										　１次
　　２３　大野　雅俊						　神崎　美棹						　ダンススタジオ	ラ・フェ	　２次
　　２４　中川　真仁						　横井　まりね				　矢部行英ダンスカンパニー　決勝　４位
　　２５　岩崎　祐一						　三井　なおみ				　Ｍ・トモミスポーツダンス　１次
　　２６　坂本　裕次						　染谷　知子						　																								　２次
　　２７　勝川　佳和						　清水　佳奈子				　オザキダンススタジ						　３次
　　２８　大坂　宜史						　佐々木　由季子		　TOYS	DANCE	PLACE								　決勝　８位
　　２９　奥野　功士						　本田　和代						　滋賀ボールルームダンスス　３次
　　３０　斎藤　友男						　斎藤　千鶴子				　ドリーム・ダンススクール　１次
　　３１　石井　義雄						　佐藤　アイナ				　結城ダンス教室										　１次
　　３２　槇　建大郎						　福吉　由利子				　イシカワヒロユキダンスス　準決
　　３３　長谷川　裕紀				　綿引　ゆり杏				　ダンススタジオ	コガ					　２次
　　３４　櫻井　美規雄				　久門　瑞季						　矢吹淳次ダンススタジオ		　準決
　　３５　藤井　洋介						　宇野　順子						　サムズダンスス										　３次
　　３６　木下　聡明						　山内　砂穂						　木下ダンスワールド						　２次
　　３７　神谷　朋昌						　植竹　淑恵						　楠潤一郎ダンスアカデミー　準決
　　３８　太田　洵司						　松原　優								　オオタダンスアカデミー		　準決
　　３９　亘　肇夫								　伊藤　真由美				　ウサミダンススタジ						　１次
　　４０　小牟田　徹						　小牟田　実華				　イシバシケンタダンススタ　２次
　　４１　加藤　義人						　小林　維斗						　二ﾂ森亨ダンスアカデミー	　準決
　　４２　鍵本　浩也						　森谷　恵子						　コジマダンスアカデミー		　２次
　　４３　田中　直樹						　石川　真理子				　ダンスオプション六本木		　準決
　　４４　芦川　憲治						　佐藤　博子						　アイニーダンススタジオ		　１次
　　４５　永田　勝規						　八幡　さやか				　永田勝規ダンススタジオ		　準決
　　４６　中川　智宏						　毛利　桃子						　早川午朗ダンススクール		　準決
　　４８　武田　葵								　坪井　実美						　mImI	dance														　１次
　　４９　�野　大樹						　加藤　奈々						　ソシアルダンススタジオ　　決勝　６位
　　５０　増山　誠記						　増山　和代						　ますやませいきダンススク　２次
　　５１　手塚　忍								　片山　麗伽						　Healingart	Dance	Acad			　３次
　　５２　中村　将太						　中村　雪								　S&Yナカムラダンススタジ	　決勝　５位
　　５３　田中　航介						　成澤　夏帆						　大塚出ダンススクール				　２次
　　５４　遠藤　健一郎				　遠藤　知美						　M・トモミ　スポーツダン	　２次
　　５５　歩浜　敏夫						　松浦　のぞみ				　ケヅカテツオダンスアカデ　決勝　２位
　　５６　岡　真由								　井関　奈津子				　幸村ダンススクール						　３次

------------------------------------------------------------------------------
ﾌﾟﾛ･ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ･ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝﾀﾞﾝｽ選手権･ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ(Ｒ)　出場：52組　種目：Ｒ
------------------------------------------------------------------------------

【１次予選】

　　　	2		4		6		8		10	12	14	16	18	20	22	
背番号	R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		得点	順位	判定
　　１	R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R				11　		1	CALL
　　２	R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R				11　		1	CALL
　　３	R		R		R		R		.		R		R		R		R		R		R				10　	21	CALL
　　６	R		R		.		.		.		R		.		R		.		.		R					5　	43		−
　　７	R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		.				10　	21	CALL
　　８	.		R		R		.		.		.		.		.		.		.		.					2　	47		−
　　９	R		R		.		R		R		R		R		R		R		R		R				10　	21	CALL
　１０	R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R				11　		1	CALL
　１１	R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R				11　		1	CALL
　１２	.		.		R		R		R		R		R		.		R		R		R					8　	35	CALL
　１３	R		.		.		R		R		R		R		R		R		.		.					7　	38	CALL
　１４	R		.		R		R		R		R		R		R		R		R		R				10　	21	CALL
　１５	R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R				11　		1	CALL
　１６	.		.		.		.		.		R		.		.		.		.		.					1　	49		−
　１７	R		.		.		.		.		.		.		.		R		R		.					3　	46		−
　１８	R		.		.		R		R		.		R		R		R		R		R					8　	35	CALL
　１９	R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R				11　		1	CALL
　２０	R		R		.		R		R		R		R		R		R		R		R				10　	21	CALL
　２２	R		R		R		.		.		.		.		R		.		.		.					4　	45		−
　２３	.		R		R		R		R		.		R		.		.		R		R					7　	38	CALL
　２４	R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R				11　		1	CALL
　２５	R		R		R		.		R		.		.		.		R		.		.					5　	43		−
　２６	.		R		R		.		.		.		.		.		.		.		.					2　	47		−
　２７	R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R				11　		1	CALL
　２８	R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R				11　		1	CALL
　２９	R		R		R		R		R		.		R		R		R		R		R				10　	21	CALL
　３０	.		.		R		R		R		R		.		R		.		R		.					6　	42		−
　３１	.		R		.		.		.		.		.		.		.		.		.					1　	49		−
　３２	R		.		R		R		R		R		R		R		R		R		R				10　	21	CALL
　３３	R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R				11　		1	CALL
　３４	R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R				11　		1	CALL
　３５	R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R				11　		1	CALL
　３６	R		R		R		R		R		R		R		R		.		R		R				10　	21	CALL
　３７	R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R				11　		1	CALL
　３８	R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R				11　		1	CALL
　３９	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　	51		−
　４０	R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R				11　		1	CALL
　４１	R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R				11　		1	CALL
　４２	R		R		R		R		R		R		R		R		.		R		R				10　	21	CALL
　４３	R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R				11　		1	CALL
　４４	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　	51		−
　４５	R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R				11　		1	CALL
　４６	R		R		R		R		R		R		R		.		R		R		R				10　	21	CALL
　４８	.		R		.		.		.		R		R		R		R		R		R					7　	38	CALL
　４９	R		.		R		R		R		R		R		R		R		R		R				10　	21	CALL
　５０	R		R		R		R		R		.		.		R		R		.		R					8　	35	CALL
　５１	R		R		R		R		R		R		R		R		R		.		R				10　	21	CALL
　５２	.		.		R		R		R		R		R		R		R		R		R					9　	34	CALL
　５３	.		R		.		R		.		R		R		.		R		R		R					7　	38	CALL
　５４	R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R				11　		1	CALL
　５５	R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R				11　		1	CALL
　５６	R		R		R		.		R		R		R		R		R		R		R				10　	21	CALL

【２次予選】

　　　	2		4		6		8		10	12	14	16	18	20	22	
背番号	R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		得点	順位	判定
　　１	R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R				11　		1	CALL
　　２	R		R		.		.		.		R		R		R		R		R		R					8　	12	CALL
　　３	R		.		R		R		R		R		R		R		R		R		R				10　		4	CALL
　　７	.		R		R		R		.		R		R		R		R		.		.					7　	17	CALL
　　９	.		R		.		R		.		.		R		.		R		.		.					4　	31		−
　１０	R		R		R		R		.		R		.		.		R		.		R					7　	17	CALL
　１１	R		R		R		.		R		R		.		R		R		.		R					8　	12	CALL



　１２	.		R		.		R		.		.		R		.		.		R		R					5　	26		−
　１３	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　	41		−
　１４	R		R		R		.		R		R		R		.		.		R		.					7　	17	CALL
　１５	.		.		R		R		R		.		R		R		R		R		R					8　	12	CALL
　１８	R		.		R		.		R		.		R		R		.		.		.					5　	26		−
　１９	R		.		.		R		R		R		R		R		R		R		R					9　		7	CALL
　２０	R		R		.		.		R		.		.		R		.		R		.					5　	26		−
　２３	.		.		.		.		R		.		.		.		.		.		.					1　	40		−
　２４	R		R		.		.		R		R		R		R		R		R		R					9　		7	CALL
　２７	.		.		R		.		.		.		.		.		R		R		R					4　	31		−
　２８	R		R		R		R		R		R		R		.		R		R		R				10　		4	CALL
　２９	R		R		R		R		.		.		.		R		R		R		R					8　	12	CALL
　３２	R		.		.		R		.		R		R		R		R		R		R					8　	12	CALL
　３３	R		R		R		R		.		.		.		.		.		R		R					6　	23	CALL
　３４	.		.		R		R		.		.		R		.		R		.		R					5　	26		−
　３５	.		.		.		.		R		R		R		R		.		R		.					5　	26		−
　３６	.		R		R		.		.		.		.		.		.		.		.					2　	38		−
　３７	R		.		.		R		R		R		.		R		.		R		R					7　	17	CALL
　３８	R		R		R		R		R		R		R		R		R		.		R				10　		4	CALL
　４０	.		R		.		.		R		R		.		.		R		.		.					4　	31		−
　４１	R		.		R		R		R		R		R		R		.		.		.					7　	17	CALL
　４２	.		R		.		R		.		.		.		R		.		.		.					3　	36		−
　４３	R		.		R		.		R		R		R		R		R		R		R					9　		7	CALL
　４５	R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R				11　		1	CALL
　４６	R		R		R		R		R		R		R		.		.		R		R					9　		7	CALL
　４８	.		R		R		.		.		.		.		.		R		R		.					4　	31		−
　４９	.		.		R		R		.		R		R		.		R		R		R					7　	17	CALL
　５０	.		R		.		R		.		.		.		.		.		.		.					2　	38		−
　５１	R		.		.		.		R		R		.		R		R		.		R					6　	23	CALL
　５２	R		.		.		R		R		R		R		R		R		R		R					9　		7	CALL
　５３	.		.		.		R		R		.		.		R		.		R		.					4　	31		−
　５４	.		R		R		.		.		R		.		.		.		.		.					3　	36		−
　５５	R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R				11　		1	CALL
　５６	R		R		R		.		R		.		R		R		.		.		.					6　	23	CALL

【３次予選】

　　　	2		4		6		8		10	12	14	16	18	20	22	
背番号	R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		得点	順位	判定
　　１	R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R				11　		1	CALL
　　２	.		.		.		.		R		R		R		R		R		R		R					7　	12	CALL
　　３	R		R		R		R		.		R		R		R		R		R		R				10　		2	CALL
　　７	R		R		R		R		.		.		.		R		R		.		.					6　	16	CALL
　１０	R		.		R		R		.		R		.		.		R		R		R					7　	12	CALL
　１１	R		R		R		.		R		.		.		.		.		.		.					4　	22		−
　１４	R		R		R		.		R		.		R		.		.		.		.					5　	19		−
　１５	.		R		.		.		R		R		R		R		R		R		R					8　		9	CALL
　１９	.		R		.		R		R		R		R		R		R		R		R					9　		3	CALL
　２４	R		.		R		R		R		R		R		R		R		.		R					9　		3	CALL
　２８	.		R		.		R		R		.		R		.		.		R		R					6　	16	CALL
　２９	.		.		.		R		.		R		.		R		R		R		.					5　	19		−
　３２	R		.		R		R		.		.		.		.		.		R		.					4　	22		−
　３３	R		R		.		.		R		.		.		.		R		.		.					4　	22		−
　３７	R		R		R		.		.		R		R		R		.		R		R					8　		9	CALL
　３８	.		R		R		R		R		R		R		R		R		.		R					9　		3	CALL
　４１	R		.		.		R		R		R		R		R		.		.		.					6　	16	CALL
　４３	.		R		.		.		R		R		R		.		.		R		.					5　	19		−
　４５	.		.		R		R		R		.		R		R		R		R		R					8　		9	CALL
　４６	R		.		R		R		.		R		R		R		R		R		R					9　		3	CALL
　４９	R		R		R		R		.		.		.		.		R		R		R					7　	12	CALL
　５１	R		R		R		.		R		R		R		.		.		.		R					7　	12	CALL
　５２	.		R		.		R		R		R		R		R		R		R		R					9　		3	CALL
　５５	R		.		R		R		R		R		.		R		R		R		R					9　		3	CALL
　５６	R		R		R		.		.		.		.		R		.		.		.					4　	22		−

【準決勝】

　　　	2		4		6		8		10	12	14	16	18	20	22	
背番号	R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		得点	順位	判定
　　１	R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R				11　		1	CALL
　　２	.		.		.		.		.		.		R		.		.		R		R					3　	13		−
　　３	R		R		R		.		.		.		.		R		.		R		R					6　		5	CALL
　　７	R		.		R		R		.		.		.		.		.		.		.					3　	13		−
　１０	R		.		R		.		.		.		.		.		.		.		R					3　	13		−
　１５	.		.		.		R		.		R		R		.		R		R		R					6　		5	CALL
　１９	.		.		.		.		R		R		.		.		.		R		R					4　	10		−
　２４	R		R		.		R		R		R		R		R		R		.		.					8　		3	CALL
　２８	R		R		.		R		R		.		.		.		.		R		.					5　		7	CALL
　３７	R		R		R		.		.		R		.		.		.		.		.					4　	10		−
　３８	.		R		.		.		.		.		R		R		R		.		R					5　		7	CALL
　４１	.		.		.		.		R		.		.		.		.		.		.					1　	17		−
　４５	.		R		R		R		.		.		.		R		R		.		.					5　		7	CALL
　４６	.		.		.		R		.		.		.		R		R		.		.					3　	13		−
　４９	.		R		.		.		.		R		R		.		.		R		.					4　	10		−
　５１	.		.		.		.		R		.		.		.		.		.		.					1　	17		−
　５２	.		.		R		R		R		R		R		R		R		.		.					7　		4	CALL
　５５	R		.		R		.		R		R		R		R		R		R		R					9　		2	CALL

【決　勝】

　　　	2		4		6		8		10	12	14	16	18	20	22	
背番号	R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R			Ｒ	総合
　　１	1		1		1		1		1		2		1		1		1		4		1			1.0	１
　　３	5		9		8		9		9		8		7		5		7		5		5			9.0	９
　１５	9		6		7		5		6		3		4		4		3		3		3			3.0	３
　２４	3		3		9		7		4		4		3		7		6		9		9			6.0	６
　２８	4		4		5		4		5		9		9		9		9		1		8			5.0	５
　３８	8		8		2		8		7		6		6		8		5		6		4			7.0	７
　４５	7		7		4		3		8		7		8		3		8		8		7			8.0	８
　５２	6		2		6		2		2		5		5		6		4		7		6			4.0	４
　５５	2		5		3		6		3		1		2		2		2		2		2			2.0	２

【最終結果】

　背番号　リーダー　								パートナー　						所属　　　　　　　　　　　成績
　　　１　渡部　真之						　渡部　倫子						　幸村ダンススクール						　決勝　１位
　　　２　加治屋　貴士				　清水　舞								　Team	Dance	Creative	Ente　準決
　　　３　笹生　法章						　笹生　晶子						　笹生ダンススタジオ						　決勝　９位
　　　６　香取　伸一						　秋元　美弥						　Dance	Studio	KATORI					　１次
　　　７　溝上　正幸						　杉谷　美樹						　海宝ダンススクール						　準決
　　　８　市野　隆司						　井手　雅子						　ダンザ・エルカミーノ				　１次
　　　９　松本　悠								　北野　恵								　ダンス教室エイト								　２次
　　１０　小野　晃歳						　小野　麻耶						　早川午朗ダンススクール		　準決
　　１１　森　昌太								　沖本　梨江						　ミヤジマヒデユキダンスス　３次
　　１２　田熊　健太						　石田　聖美						　田熊健太ダンススタジオ		　２次
　　１３　本田　豊								　伊藤　麻由						　IKEDA	DANCE	SPACE							　２次
　　１４　白井　鷹征						　泉　侑希								　																								　３次
　　１５　須藤　達矢						　庄司　まゆ						　増田ダンスアカデミー				　決勝　３位



　　１６　小泉　恵寿						　小泉　由美子				　コイズミダンススクール		　１次
　　１７　安井　建								　中川　洋子						　ダンススタジオ	ブルーム	　１次
　　１８　箱田　翔次郎				　田原　麻吏可				　日暮里ニシダダンススクー　２次
　　１９　鈴木　勇人						　佐藤　彩								　二ﾂ森亨ダンスアカデミー	　準決
　　２０　伊藤　英裕						　伊藤　美穂						　白幡ダンススクール						　２次
　　２２　三浦　悟								　向井　志保						　助川ダンス教室										　１次
　　２３　大野　雅俊						　神崎　美棹						　ダンススタジオ	ラ・フェ	　２次
　　２４　中川　真仁						　横井　まりね				　矢部行英ダンスカンパニー　決勝　６位
　　２５　岩崎　祐一						　三井　なおみ				　Ｍ・トモミスポーツダンス　１次
　　２６　坂本　裕次						　染谷　知子						　																								　１次
　　２７　勝川　佳和						　清水　佳奈子				　オザキダンススタジ						　２次
　　２８　大坂　宜史						　佐々木　由季子		　TOYS	DANCE	PLACE								　決勝　５位
　　２９　奥野　功士						　本田　和代						　滋賀ボールルームダンスス　３次
　　３０　斎藤　友男						　斎藤　千鶴子				　ドリーム・ダンススクール　１次
　　３１　石井　義雄						　佐藤　アイナ				　結城ダンス教室										　１次
　　３２　槇　建大郎						　福吉　由利子				　イシカワヒロユキダンスス　３次
　　３３　長谷川　裕紀				　綿引　ゆり杏				　ダンススタジオ	コガ					　３次
　　３４　櫻井　美規雄				　久門　瑞季						　矢吹淳次ダンススタジオ		　２次
　　３５　藤井　洋介						　宇野　順子						　サムズダンスス										　２次
　　３６　木下　聡明						　山内　砂穂						　木下ダンスワールド						　２次
　　３７　神谷　朋昌						　植竹　淑恵						　楠潤一郎ダンスアカデミー　準決
　　３８　太田　洵司						　松原　優								　オオタダンスアカデミー		　決勝　７位
　　３９　亘　肇夫								　伊藤　真由美				　ウサミダンススタジ						　１次
　　４０　小牟田　徹						　小牟田　実華				　イシバシケンタダンススタ　２次
　　４１　加藤　義人						　小林　維斗						　二ﾂ森亨ダンスアカデミー	　準決
　　４２　鍵本　浩也						　森谷　恵子						　コジマダンスアカデミー		　２次
　　４３　田中　直樹						　石川　真理子				　ダンスオプション六本木		　３次
　　４４　芦川　憲治						　佐藤　博子						　アイニーダンススタジオ		　１次
　　４５　永田　勝規						　八幡　さやか				　永田勝規ダンススタジオ		　決勝　８位
　　４６　中川　智宏						　毛利　桃子						　早川午朗ダンススクール		　準決
　　４８　武田　葵								　坪井　実美						　mImI	dance														　２次
　　４９　�野　大樹						　加藤　奈々						　ソシアルダンススタジオ　　準決
　　５０　増山　誠記						　増山　和代						　ますやませいきダンススク　２次
　　５１　手塚　忍								　片山　麗伽						　Healingart	Dance	Acad			　準決
　　５２　中村　将太						　中村　雪								　S&Yナカムラダンススタジ	　決勝　４位
　　５３　田中　航介						　成澤　夏帆						　大塚出ダンススクール				　２次
　　５４　遠藤　健一郎				　遠藤　知美						　M・トモミ　スポーツダン	　２次
　　５５　歩浜　敏夫						　松浦　のぞみ				　ケヅカテツオダンスアカデ　決勝　２位
　　５６　岡　真由								　井関　奈津子				　幸村ダンススクール						　３次

------------------------------------------------------------------------------
ﾌﾟﾛ･ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ･ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝﾀﾞﾝｽ選手権･ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ(Ｐ)　出場：51組　種目：Ｐ
------------------------------------------------------------------------------

【１次予選】

　　　	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	
背番号	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		得点	順位	判定
　　１	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P				11　		1	CALL
　　２	P		P		P		P		P		P		P		P		.		P		P				10　	26	CALL
　　３	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P				11　		1	CALL
　　６	.		.		P		.		.		.		.		.		.		.		.					1　	47		−
　　７	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P				11　		1	CALL
　　８	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　	50		−
　　９	P		P		P		P		.		.		P		P		P		.		P					8　	34	CALL
　１０	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P				11　		1	CALL
　１１	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P				11　		1	CALL
　１２	.		.		P		.		P		P		.		.		P		P		.					5　	44		−
　１４	P		P		.		P		P		P		P		P		P		P		P				10　	26	CALL
　１５	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P				11　		1	CALL
　１６	.		.		.		P		.		.		.		.		.		P		.					2　	45		−
　１７	.		P		.		P		.		P		P		.		P		.		P					6　	42		−
　１８	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P				11　		1	CALL
　１９	P		P		P		P		P		P		P		P		.		.		P					9　	32	CALL
　２０	P		P		P		P		P		.		P		P		P		P		P				10　	26	CALL
　２２	P		P		P		.		P		P		P		.		P		P		.					8　	34	CALL
　２３	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P				11　		1	CALL
　２４	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P				11　		1	CALL
　２５	P		.		P		.		.		P		.		P		P		P		P					7　	41		−
　２６	.		P		.		.		.		.		.		.		.		P		.					2　	45		−
　２７	P		P		.		P		P		P		P		P		P		P		P				10　	26	CALL
　２８	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P				11　		1	CALL
　２９	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P				11　		1	CALL
　３０	P		.		P		P		P		P		P		P		P		.		.					8　	34	CALL
　３１	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		P					1　	47		−
　３２	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P				11　		1	CALL
　３３	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P				11　		1	CALL
　３４	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P				11　		1	CALL
　３５	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P				11　		1	CALL
　３６	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P				11　		1	CALL
　３７	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P				11　		1	CALL
　３８	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P				11　		1	CALL
　３９	.		.		.		.		.		.		.		.		P		.		.					1　	47		−
　４０	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P				11　		1	CALL
　４１	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P				11　		1	CALL
　４２	P		P		P		P		P		P		P		P		.		P		P				10　	26	CALL
　４３	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P				11　		1	CALL
　４４	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　	50		−
　４５	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P				11　		1	CALL
　４６	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P				11　		1	CALL
　４８	.		.		.		P		P		P		P		.		P		P		.					6　	42		−
　４９	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P				11　		1	CALL
　５０	.		P		P		.		P		P		.		P		P		P		P					8　	34	CALL
　５１	P		.		P		P		P		.		P		P		P		.		P					8　	34	CALL
　５２	P		P		.		P		P		P		P		P		.		.		P					8　	34	CALL
　５３	P		P		P		P		.		P		P		P		.		P		.					8　	34	CALL
　５４	P		P		P		P		P		.		.		P		P		P		P					9　	32	CALL
　５５	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P				11　		1	CALL
　５６	P		P		P		.		P		P		P		P		P		P		P				10　	26	CALL

【２次予選】

　　　	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	
背番号	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		得点	順位	判定
　　１	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P				11　		1	CALL
　　２	.		P		P		P		P		.		P		P		P		P		P					9　		8	CALL
　　３	P		P		P		.		P		.		P		P		P		P		P					9　		8	CALL
　　７	P		P		P		P		.		P		P		.		.		P		.					7　	20	CALL
　　９	.		.		.		.		.		.		.		.		P		.		.					1　	37		−
　１０	P		P		P		P		P		P		P		P		.		P		P				10　		4	CALL
　１１	P		.		P		P		P		P		P		.		P		P		.					8　	13	CALL
　１４	P		.		.		.		.		P		.		.		.		P		P					4　	30		−
　１５	P		P		.		P		P		P		P		P		.		P		P					9　		8	CALL
　１８	P		P		.		P		P		P		.		P		.		P		P					8　	13	CALL
　１９	P		P		.		P		P		P		P		P		P		.		P					9　		8	CALL
　２０	.		.		P		.		.		.		.		.		P		.		.					2　	36		−
　２２	.		.		.		.		.		.		.		P		P		P		.					3　	33		−
　２３	.		.		P		.		.		.		.		.		.		.		.					1　	37		−



　２４	P		P		P		P		P		P		P		P		.		P		P				10　		4	CALL
　２７	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		.				10　		4	CALL
　２８	P		P		P		.		P		.		P		P		P		P		P					9　		8	CALL
　２９	P		.		.		P		P		P		P		P		P		.		P					8　	13	CALL
　３０	.		.		.		.		.		.		.		.		P		.		.					1　	37		−
　３２	P		.		P		P		P		.		P		P		.		P		P					8　	13	CALL
　３３	.		P		.		P		P		.		P		P		.		.		.					5　	27		−
　３４	P		P		P		P		P		P		.		.		.		.		P					7　	20	CALL
　３５	.		P		P		P		.		.		P		.		P		P		P					7　	20	CALL
　３６	.		.		.		.		.		P		.		.		.		.		.					1　	37		−
　３７	P		P		P		.		.		P		.		P		P		P		.					7　	20	CALL
　３８	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P				11　		1	CALL
　４０	.		.		.		.		.		P		.		.		P		.		P					3　	33		−
　４１	P		.		P		P		P		.		P		P		P		P		.					8　	13	CALL
　４２	P		P		P		.		.		.		P		P		.		.		P					6　	26		−
　４３	P		P		.		P		P		P		.		P		.		.		P					7　	20	CALL
　４５	.		.		P		.		P		P		P		.		P		P		P					7　	20	CALL
　４６	P		P		P		P		P		P		P		P		.		P		P				10　		4	CALL
　４９	.		P		P		P		P		.		P		P		.		P		P					8　	13	CALL
　５０	.		P		P		.		.		.		.		.		P		P		.					4　	30		−
　５１	.		P		.		.		.		P		.		.		P		.		.					3　	33		−
　５２	P		.		.		P		.		P		P		P		.		.		.					5　	27		−
　５３	P		P		.		P		.		P		.		P		P		P		P					8　	13	CALL
　５４	.		.		P		.		P		P		.		.		P		.		P					5　	27		−
　５５	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P				11　		1	CALL
　５６	.		.		.		P		P		.		P		.		P		.		.					4　	30		−

【３次予選】

　　　	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	
背番号	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		得点	順位	判定
　　１	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P				11　		1	CALL
　　２	P		.		P		P		P		.		P		P		P		P		P					9　		4	CALL
　　３	P		.		.		.		.		.		.		.		.		P		P					3　	24		−
　　７	.		.		P		.		.		P		.		P		.		P		.					4　	21		−
　１０	P		P		P		P		P		P		.		P		.		P		P					9　		4	CALL
　１１	P		.		P		P		P		P		P		.		P		.		.					7　	12	CALL
　１５	P		P		.		P		P		.		P		P		P		P		P					9　		4	CALL
　１８	.		P		.		.		P		P		.		.		P		.		P					5　	19		−
　１９	P		P		.		.		.		P		P		P		.		.		P					6　	15	CALL
　２４	P		P		P		P		P		.		P		P		P		P		.					9　		4	CALL
　２７	.		.		.		.		P		.		.		.		P		P		.					3　	24		−
　２８	.		P		P		P		.		P		P		P		.		P		P					8　	10	CALL
　２９	.		P		P		P		.		P		P		.		P		.		.					6　	15	CALL
　３２	P		.		P		.		P		P		P		P		P		P		P					9　		4	CALL
　３４	.		P		P		.		P		.		.		.		P		.		.					4　	21		−
　３５	.		.		P		P		.		P		P		.		P		P		P					7　	12	CALL
　３７	.		P		.		.		.		P		P		P		P		.		P					6　	15	CALL
　３８	P		.		P		P		P		.		.		P		P		.		P					7　	12	CALL
　４１	P		.		P		P		P		P		P		P		.		P		P					9　		4	CALL
　４３	P		P		P		.		.		.		.		P		.		.		.					4　	21		−
　４５	P		P		.		P		P		P		P		.		.		.		.					6　	15	CALL
　４６	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P				11　		1	CALL
　４９	P		P		.		P		P		P		P		P		.		P		.					8　	10	CALL
　５３	.		P		.		P		.		.		.		.		P		P		P					5　	19		−
　５５	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P				11　		1	CALL

【準決勝】

　　　	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	
背番号	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		得点	順位	判定
　　１	P		.		P		P		P		P		P		P		P		P		P				10　		1	CALL
　　２	P		P		.		P		P		.		.		P		P		P		.					7　		4	CALL
　１０	P		P		P		P		P		P		.		.		.		.		P					7　		4	CALL
　１１	.		.		P		.		.		.		.		.		.		P		.					2　	13		−
　１５	P		P		.		.		.		.		P		P		P		P		P					7　		4	CALL
　１９	.		P		.		.		.		.		.		P		.		.		P					3　	12		−
　２４	P		.		.		P		P		.		P		.		P		.		.					5　	10		−
　２８	.		.		P		P		.		P		P		P		P		.		P					7　		4	CALL
　２９	.		.		.		.		.		.		.		.		P		.		.					1　	15		−
　３２	.		P		P		.		P		P		.		.		.		P		P					6　		9		−
　３５	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　	18		−
　３７	.		.		.		.		.		P		.		.		P		.		.					2　	13		−
　３８	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		P					1　	15		−
　４１	.		.		P		P		.		.		P		.		.		P		.					4　	11		−
　４５	.		.		.		.		.		P		.		.		.		.		.					1　	15		−
　４６	P		P		P		P		P		.		P		P		.		.		P					8　		3	CALL
　４９	P		P		.		.		P		P		P		P		.		P		.					7　		4	CALL
　５５	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		.				10　		1	CALL

【決　勝】

　　　	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	
背番号	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P			Ｐ	総合
　　１	1		2		1		2		1		1		1		2		2		1		1			1.0	１
　　２	5		5		8		3		4		2		6		4		6		5		4			3.0	３
　１０	6		6		6		6		3		3		8		8		3		7		3			5.0	５
　１５	3		7		7		5		6		4		5		3		4		4		5			4.0	４
　２８	8		8		5		4		8		5		3		6		5		8		6			6.0	６
　４６	4		3		3		7		5		8		4		7		8		6		7			7.0	７
　４９	7		1		4		8		7		7		7		5		7		3		2			8.0	８
　５５	2		4		2		1		2		6		2		1		1		2		8			2.0	２

【最終結果】

　背番号　リーダー　								パートナー　						所属　　　　　　　　　　　成績
　　　１　渡部　真之						　渡部　倫子						　幸村ダンススクール						　決勝　１位
　　　２　加治屋　貴士				　清水　舞								　Team	Dance	Creative	Ente　決勝　３位
　　　３　笹生　法章						　笹生　晶子						　笹生ダンススタジオ						　３次
　　　６　香取　伸一						　秋元　美弥						　Dance	Studio	KATORI					　１次
　　　７　溝上　正幸						　杉谷　美樹						　海宝ダンススクール						　３次
　　　８　市野　隆司						　井手　雅子						　ダンザ・エルカミーノ				　１次
　　　９　松本　悠								　北野　恵								　ダンス教室エイト								　２次
　　１０　小野　晃歳						　小野　麻耶						　早川午朗ダンススクール		　決勝　５位
　　１１　森　昌太								　沖本　梨江						　ミヤジマヒデユキダンスス　準決
　　１２　田熊　健太						　石田　聖美						　田熊健太ダンススタジオ		　１次
　　１４　白井　鷹征						　泉　侑希								　																								　２次
　　１５　須藤　達矢						　庄司　まゆ						　増田ダンスアカデミー				　決勝　４位
　　１６　小泉　恵寿						　小泉　由美子				　コイズミダンススクール		　１次
　　１７　安井　建								　中川　洋子						　ダンススタジオ	ブルーム	　１次
　　１８　箱田　翔次郎				　田原　麻吏可				　日暮里ニシダダンススクー　３次
　　１９　鈴木　勇人						　佐藤　彩								　二ﾂ森亨ダンスアカデミー	　準決
　　２０　伊藤　英裕						　伊藤　美穂						　白幡ダンススクール						　２次
　　２２　三浦　悟								　向井　志保						　助川ダンス教室										　２次
　　２３　大野　雅俊						　神崎　美棹						　ダンススタジオ	ラ・フェ	　２次
　　２４　中川　真仁						　横井　まりね				　矢部行英ダンスカンパニー　準決
　　２５　岩崎　祐一						　三井　なおみ				　Ｍ・トモミスポーツダンス　１次
　　２６　坂本　裕次						　染谷　知子						　																								　１次



　　２７　勝川　佳和						　清水　佳奈子				　オザキダンススタジ						　３次
　　２８　大坂　宜史						　佐々木　由季子		　TOYS	DANCE	PLACE								　決勝　６位
　　２９　奥野　功士						　本田　和代						　滋賀ボールルームダンスス　準決
　　３０　斎藤　友男						　斎藤　千鶴子				　ドリーム・ダンススクール　２次
　　３１　石井　義雄						　佐藤　アイナ				　結城ダンス教室										　１次
　　３２　槇　建大郎						　福吉　由利子				　イシカワヒロユキダンスス　準決
　　３３　長谷川　裕紀				　綿引　ゆり杏				　ダンススタジオ	コガ					　２次
　　３４　櫻井　美規雄				　久門　瑞季						　矢吹淳次ダンススタジオ		　３次
　　３５　藤井　洋介						　宇野　順子						　サムズダンスス										　準決
　　３６　木下　聡明						　山内　砂穂						　木下ダンスワールド						　２次
　　３７　神谷　朋昌						　植竹　淑恵						　楠潤一郎ダンスアカデミー　準決
　　３８　太田　洵司						　松原　優								　オオタダンスアカデミー		　準決
　　３９　亘　肇夫								　伊藤　真由美				　ウサミダンススタジ						　１次
　　４０　小牟田　徹						　小牟田　実華				　イシバシケンタダンススタ　２次
　　４１　加藤　義人						　小林　維斗						　二ﾂ森亨ダンスアカデミー	　準決
　　４２　鍵本　浩也						　森谷　恵子						　コジマダンスアカデミー		　２次
　　４３　田中　直樹						　石川　真理子				　ダンスオプション六本木		　３次
　　４４　芦川　憲治						　佐藤　博子						　アイニーダンススタジオ		　１次
　　４５　永田　勝規						　八幡　さやか				　永田勝規ダンススタジオ		　準決
　　４６　中川　智宏						　毛利　桃子						　早川午朗ダンススクール		　決勝　７位
　　４８　武田　葵								　坪井　実美						　mImI	dance														　１次
　　４９　�野　大樹						　加藤　奈々						　ソシアルダンススタジオ　　決勝　８位
　　５０　増山　誠記						　増山　和代						　ますやませいきダンススク　２次
　　５１　手塚　忍								　片山　麗伽						　Healingart	Dance	Acad			　２次
　　５２　中村　将太						　中村　雪								　S&Yナカムラダンススタジ	　２次
　　５３　田中　航介						　成澤　夏帆						　大塚出ダンススクール				　３次
　　５４　遠藤　健一郎				　遠藤　知美						　M・トモミ　スポーツダン	　２次
　　５５　歩浜　敏夫						　松浦　のぞみ				　ケヅカテツオダンスアカデ　決勝　２位
　　５６　岡　真由								　井関　奈津子				　幸村ダンススクール						　２次

------------------------------------------------------------------------------
ﾌﾟﾛ･ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ･ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝﾀﾞﾝｽ選手権･ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ(Ｊ)　出場：46組　種目：Ｊ
------------------------------------------------------------------------------

【１次予選】

　　　	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	
背番号	J		J		J		J		J		J		J		J		J		J		J		得点	順位	判定
　　１	J		J		J		J		J		J		J		J		J		J		J				11　		1	CALL
　　２	J		J		J		J		J		J		J		J		J		J		J				11　		1	CALL
　　３	J		J		J		J		J		J		J		J		J		J		J				11　		1	CALL
　　６	.		.		.		.		J		.		.		.		.		.		.					1　	44		−
　　７	J		J		J		J		J		J		J		J		J		J		J				11　		1	CALL
　　８	.		.		.		.		.		J		.		.		.		.		.					1　	44		−
　　９	J		J		J		J		J		.		J		J		J		J		J				10　	30	CALL
　１０	J		J		J		J		J		J		J		J		J		J		J				11　		1	CALL
　１１	J		J		J		J		J		J		J		J		J		J		J				11　		1	CALL
　１２	J		J		.		J		J		J		J		J		J		J		J				10　	30	CALL
　１４	J		J		J		J		J		J		J		J		J		J		J				11　		1	CALL
　１５	J		J		J		J		J		J		J		J		J		J		J				11　		1	CALL
　１７	.		.		J		J		J		J		.		.		.		.		.					4　	42		−
　１８	J		J		J		J		J		J		J		J		J		J		J				11　		1	CALL
　１９	J		J		J		J		J		J		J		J		J		J		J				11　		1	CALL
　２０	J		J		J		J		J		J		J		J		J		J		J				11　		1	CALL
　２２	J		J		J		.		J		.		J		.		J		J		J					8　	39	CALL
　２３	J		J		J		J		.		J		J		J		J		J		J				10　	30	CALL
　２４	J		J		J		J		J		J		J		J		J		J		J				11　		1	CALL
　２５	J		.		J		J		J		.		J		J		J		J		J					9　	36	CALL
　２６	.		J		.		.		.		J		.		.		J		J		.					4　	42		−
　２７	J		J		J		J		J		J		J		J		J		J		J				11　		1	CALL
　２８	J		J		J		J		J		J		J		J		J		J		J				11　		1	CALL
　２９	J		J		J		J		J		J		J		J		J		J		J				11　		1	CALL
　３０	J		J		J		J		.		J		J		J		J		.		J					9　	36	CALL
　３２	J		J		J		J		J		J		J		J		.		J		J				10　	30	CALL
　３３	J		J		J		J		J		J		J		J		J		J		J				11　		1	CALL
　３５	J		J		J		J		J		J		J		J		J		J		J				11　		1	CALL
　３６	J		J		J		J		J		J		J		J		J		J		J				11　		1	CALL
　３７	J		J		J		J		J		J		J		J		J		J		J				11　		1	CALL
　３８	J		J		J		J		J		J		J		J		J		J		J				11　		1	CALL
　３９	.		J		J		J		J		J		J		J		.		.		J					8　	39	CALL
　４１	J		J		J		J		J		J		J		J		J		J		J				11　		1	CALL
　４２	J		J		J		J		J		J		J		J		J		J		J				11　		1	CALL
　４３	J		J		J		J		J		J		J		J		J		J		J				11　		1	CALL
　４４	.		.		.		.		.		.		.		.		J		.		.					1　	44		−
　４５	J		J		J		J		J		J		J		J		J		J		J				11　		1	CALL
　４６	J		J		J		J		J		J		J		J		J		J		J				11　		1	CALL
　４８	J		.		.		J		J		J		J		J		J		J		J					9　	36	CALL
　４９	J		J		J		J		J		J		J		J		J		J		J				11　		1	CALL
　５０	J		J		J		J		J		J		.		J		J		J		J				10　	30	CALL
　５２	J		J		J		J		J		J		J		J		J		J		J				11　		1	CALL
　５３	J		J		J		J		.		J		J		J		J		J		J				10　	30	CALL
　５４	J		J		J		.		J		.		J		J		.		J		.					7　	41		−
　５５	J		J		J		J		J		J		J		J		J		J		J				11　		1	CALL
　５６	J		J		J		J		J		J		J		J		J		J		J				11　		1	CALL

【２次予選】

　　　	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	
背番号	J		J		J		J		J		J		J		J		J		J		J		得点	順位	判定
　　１	J		J		J		J		J		J		J		J		J		J		J				11　		1	CALL
　　２	.		J		J		J		J		.		J		J		J		J		J					9　		9	CALL
　　３	J		J		.		.		J		.		.		.		.		J		J					5　	28		−
　　７	J		.		J		.		J		J		J		J		J		J		J					9　		9	CALL
　　９	J		.		.		.		.		J		.		J		.		.		.					3　	30		−
　１０	J		J		J		J		J		J		J		J		.		J		J				10　		5	CALL
　１１	J		.		J		J		J		.		J		.		J		J		.					7　	19	CALL
　１２	.		.		.		J		.		.		.		.		J		.		.					2　	33		−
　１４	J		.		J		J		.		J		J		J		J		J		J					9　		9	CALL
　１５	J		J		.		.		J		J		J		J		J		J		J					9　		9	CALL
　１８	J		J		.		J		J		J		.		.		.		J		J					7　	19	CALL
　１９	.		J		J		J		.		J		J		J		.		.		J					7　	19	CALL
　２０	.		J		J		.		.		.		.		.		.		.		.					2　	33		−
　２２	.		.		.		.		.		.		.		.		J		J		.					2　	33		−
　２３	.		.		J		.		.		.		.		.		.		.		.					1　	38		−
　２４	J		J		J		J		J		J		J		J		J		J		J				11　		1	CALL
　２５	J		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					1　	38		−
　２７	J		J		J		J		J		J		J		J		J		J		J				11　		1	CALL
　２８	J		J		J		J		.		J		J		J		J		J		J				10　		5	CALL
　２９	J		J		.		J		J		J		J		J		J		.		.					8　	18	CALL
　３０	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　	40		−
　３２	J		J		J		J		J		.		J		.		J		J		J					9　		9	CALL
　３３	.		J		J		J		J		.		.		J		J		J		.					7　	19	CALL
　３５	.		.		J		J		.		J		J		.		.		J		J					6　	26		−
　３６	.		.		.		.		.		J		.		.		J		.		J					3　	30		−
　３７	.		J		.		.		J		J		J		J		J		J		.					7　	19	CALL
　３８	J		J		J		J		J		J		J		J		.		J		J				10　		5	CALL
　３９	.		.		J		.		.		.		.		.		J		.		J					3　	30		−
　４１	J		J		.		J		J		J		J		J		J		J		.					9　		9	CALL



　４２	J		.		.		J		.		.		J		.		J		.		.					4　	29		−
　４３	J		J		J		J		J		J		.		J		J		.		J					9　		9	CALL
　４５	J		J		.		.		J		J		J		J		.		J		.					7　	19	CALL
　４６	J		J		J		J		J		J		J		J		J		J		J				11　		1	CALL
　４８	.		.		J		.		J		.		.		.		.		.		.					2　	33		−
　４９	J		J		.		J		J		J		J		J		.		J		J					9　		9	CALL
　５０	.		.		.		.		.		.		.		.		J		J		.					2　	33		−
　５２	J		.		J		J		J		J		J		J		J		.		J					9　		9	CALL
　５３	.		J		J		J		.		J		.		J		.		.		J					6　	26		−
　５５	J		J		J		J		J		.		J		J		J		J		J				10　		5	CALL
　５６	.		J		J		.		J		J		J		J		.		.		J					7　	19	CALL

【３次予選】

　　　	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	
背番号	J		J		J		J		J		J		J		J		J		J		J		得点	順位	判定
　　１	J		J		J		J		J		J		J		J		J		J		J				11　		1	CALL
　　２	.		J		.		.		J		J		J		J		J		J		J					8　	10	CALL
　　７	J		J		J		J		J		J		J		J		.		J		J				10　		4	CALL
　１０	J		J		J		.		J		J		J		J		J		J		J				10　		4	CALL
　１１	.		.		J		J		J		.		.		.		.		.		.					3　	23		−
　１４	J		J		J		.		.		J		J		.		J		J		J					8　	10	CALL
　１５	J		.		.		.		J		.		.		J		J		J		.					5　	17		−
　１８	J		J		.		J		.		J		.		.		.		.		J					5　	17		−
　１９	J		J		.		J		J		J		J		J		.		.		J					8　	10	CALL
　２４	J		J		J		J		J		.		J		J		J		J		.					9　		7	CALL
　２７	.		.		.		.		.		.		.		.		J		J		J					3　	23		−
　２８	.		.		J		J		.		.		.		J		.		J		.					4　	20		−
　２９	.		.		J		J		.		J		J		.		J		.		.					5　	17		−
　３２	J		J		J		J		J		J		J		J		J		J		J				11　		1	CALL
　３３	J		.		.		.		.		.		.		.		J		J		.					3　	23		−
　３７	.		J		.		.		J		J		.		J		J		.		J					6　	15	CALL
　３８	J		J		J		J		J		J		.		J		.		J		J					9　		7	CALL
　４１	.		.		J		J		.		.		J		J		J		J		J					7　	13	CALL
　４３	J		J		.		J		J		J		.		.		J		.		J					7　	13	CALL
　４５	.		J		J		.		.		J		J		.		.		.		.					4　	20		−
　４６	J		J		J		J		J		.		J		J		J		J		.					9　		7	CALL
　４９	J		J		J		J		J		J		J		J		.		J		J				10　		4	CALL
　５２	J		.		.		J		J		J		J		J		.		.		.					6　	15	CALL
　５５	J		J		J		J		J		J		J		J		J		J		J				11　		1	CALL
　５６	.		.		J		.		.		.		J		.		J		.		J					4　	20		−

【準決勝】

　　　	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	
背番号	J		J		J		J		J		J		J		J		J		J		J		得点	順位	判定
　　１	J		J		J		J		J		J		J		J		J		J		J				11　		1	CALL
　　２	.		J		.		.		J		.		.		J		J		J		J					6　		5	CALL
　　７	.		.		J		.		.		J		J		.		J		J		.					5　	10		−
　１０	J		J		J		J		J		J		.		.		.		.		.					6　		5	CALL
　１４	.		J		J		.		.		J		.		.		J		J		J					6　		5	CALL
　１９	J		J		.		.		.		.		J		J		.		.		J					5　	10		−
　２４	J		.		J		J		J		.		J		J		J		.		.					7　		4	CALL
　３２	.		.		J		.		.		J		.		.		.		J		J					4　	12		−
　３７	.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.					0　	16		−
　３８	.		.		.		.		.		J		.		.		J		.		J					3　	13		−
　４１	.		.		.		J		.		.		.		.		.		.		J					2　	14		−
　４３	.		.		.		J		J		.		.		.		.		.		.					2　	14		−
　４６	J		J		J		J		J		.		J		J		.		J		J					9　		3	CALL
　４９	J		J		.		.		J		.		J		J		.		J		.					6　		5	CALL
　５２	J		.		.		J		.		J		J		J		J		.		.					6　		5	CALL
　５５	J		J		J		J		J		J		J		J		J		J		.				10　		2	CALL

【決　勝】

　　　	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	
背番号	J		J		J		J		J		J		J		J		J		J		J			Ｊ	総合
　　１	2		5		1		2		1		2		1		2		2		1		1			1.0	１
　　２	6		6		7		3		6		1		6		4		3		6		5			5.0	５
　１０	3		2		4		5		2		4		7		7		4		5		2			3.0	３
　１４	8		7		8		7		9		3		9		9		6		7		8			8.0	８
　２４	5		8		6		6		7		6		3		6		5		4		7			6.0	６
　４６	4		3		3		4		4		8		4		5		7		3		6			4.0	４
　４９	7		1		5		8		5		7		8		3		8		8		4			7.0	７
　５２	9		9		9		9		8		9		5		8		9		9		9			9.0	９
　５５	1		4		2		1		3		5		2		1		1		2		3			2.0	２

【最終結果】

　背番号　リーダー　								パートナー　						所属　　　　　　　　　　　成績
　　　１　渡部　真之						　渡部　倫子						　幸村ダンススクール						　決勝　１位
　　　２　加治屋　貴士				　清水　舞								　Team	Dance	Creative	Ente　決勝　５位
　　　３　笹生　法章						　笹生　晶子						　笹生ダンススタジオ						　２次
　　　６　香取　伸一						　秋元　美弥						　Dance	Studio	KATORI					　１次
　　　７　溝上　正幸						　杉谷　美樹						　海宝ダンススクール						　準決
　　　８　市野　隆司						　井手　雅子						　ダンザ・エルカミーノ				　１次
　　　９　松本　悠								　北野　恵								　ダンス教室エイト								　２次
　　１０　小野　晃歳						　小野　麻耶						　早川午朗ダンススクール		　決勝　３位
　　１１　森　昌太								　沖本　梨江						　ミヤジマヒデユキダンスス　３次
　　１２　田熊　健太						　石田　聖美						　田熊健太ダンススタジオ		　２次
　　１４　白井　鷹征						　泉　侑希								　																								　決勝　８位
　　１５　須藤　達矢						　庄司　まゆ						　増田ダンスアカデミー				　３次
　　１７　安井　建								　中川　洋子						　ダンススタジオ	ブルーム	　１次
　　１８　箱田　翔次郎				　田原　麻吏可				　日暮里ニシダダンススクー　３次
　　１９　鈴木　勇人						　佐藤　彩								　二ﾂ森亨ダンスアカデミー	　準決
　　２０　伊藤　英裕						　伊藤　美穂						　白幡ダンススクール						　２次
　　２２　三浦　悟								　向井　志保						　助川ダンス教室										　２次
　　２３　大野　雅俊						　神崎　美棹						　ダンススタジオ	ラ・フェ	　２次
　　２４　中川　真仁						　横井　まりね				　矢部行英ダンスカンパニー　決勝　６位
　　２５　岩崎　祐一						　三井　なおみ				　Ｍ・トモミスポーツダンス　２次
　　２６　坂本　裕次						　染谷　知子						　																								　１次
　　２７　勝川　佳和						　清水　佳奈子				　オザキダンススタジ						　３次
　　２８　大坂　宜史						　佐々木　由季子		　TOYS	DANCE	PLACE								　３次
　　２９　奥野　功士						　本田　和代						　滋賀ボールルームダンスス　３次
　　３０　斎藤　友男						　斎藤　千鶴子				　ドリーム・ダンススクール　２次
　　３２　槇　建大郎						　福吉　由利子				　イシカワヒロユキダンスス　準決
　　３３　長谷川　裕紀				　綿引　ゆり杏				　ダンススタジオ	コガ					　３次
　　３５　藤井　洋介						　宇野　順子						　サムズダンスス										　２次
　　３６　木下　聡明						　山内　砂穂						　木下ダンスワールド						　２次
　　３７　神谷　朋昌						　植竹　淑恵						　楠潤一郎ダンスアカデミー　準決
　　３８　太田　洵司						　松原　優								　オオタダンスアカデミー		　準決
　　３９　亘　肇夫								　伊藤　真由美				　ウサミダンススタジ						　２次
　　４１　加藤　義人						　小林　維斗						　二ﾂ森亨ダンスアカデミー	　準決
　　４２　鍵本　浩也						　森谷　恵子						　コジマダンスアカデミー		　２次
　　４３　田中　直樹						　石川　真理子				　ダンスオプション六本木		　準決
　　４４　芦川　憲治						　佐藤　博子						　アイニーダンススタジオ		　１次
　　４５　永田　勝規						　八幡　さやか				　永田勝規ダンススタジオ		　３次
　　４６　中川　智宏						　毛利　桃子						　早川午朗ダンススクール		　決勝　４位



　　４８　武田　葵								　坪井　実美						　mImI	dance														　２次
　　４９　�野　大樹						　加藤　奈々						　ソシアルダンススタジオ　　決勝　７位
　　５０　増山　誠記						　増山　和代						　ますやませいきダンススク　２次
　　５２　中村　将太						　中村　雪								　S&Yナカムラダンススタジ	　決勝　９位
　　５３　田中　航介						　成澤　夏帆						　大塚出ダンススクール				　２次
　　５４　遠藤　健一郎				　遠藤　知美						　M・トモミ　スポーツダン	　１次
　　５５　歩浜　敏夫						　松浦　のぞみ				　ケヅカテツオダンスアカデ　決勝　２位
　　５６　岡　真由								　井関　奈津子				　幸村ダンススクール						　３次

------------------------------------------------------------------------------
ﾌﾟﾛ･ｼﾆｱｽﾀｰﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ選手権　出場：46組　種目：ＷＴＦＱ
------------------------------------------------------------------------------

【１次予選】

　　　	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	
背番号	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	得点	順位	判定
　　１	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT			22　		1	CALL
　　２	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT			22　		1	CALL
　　３	..	WT	..	..	..	..	..	..	.T	..	..				3　	45		−
　　４	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT			22　		1	CALL
　　５	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	W.	WT	WT			21　	31	CALL
　　６	WT	WT	WT	WT	.T	WT	.T	WT	WT	.T	WT			19　	36	CALL
　　７	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT			22　		1	CALL
　　８	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT			22　		1	CALL
　　９	..	..	..	..	W.	..	W.	..	W.	W.	WT				6　	43		−
　１０	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	.T	WT	..			19　	36	CALL
　１１	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT			22　		1	CALL
　１２	WT	..	.T	..	..	..	..	W.	WT	..	..				6　	43		−
　１３	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT			22　		1	CALL
　１４	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT			22　		1	CALL
　１５	..	..	W.	WT	WT	WT	WT	.T	WT	WT	WT			16　	39	CALL
　１７	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT			22　		1	CALL
　１８	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	..	WT	WT			20　	34	CALL
　１９	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT			22　		1	CALL
　２０	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT			22　		1	CALL
　２１	..	W.	..	..	..	..	W.	..	..	..	..				2　	46		−
　２２	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT			22　		1	CALL
　２３	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT			22　		1	CALL
　２４	WT	WT	WT	WT	WT	.T	WT	WT	WT	WT	WT			21　	31	CALL
　２５	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT			22　		1	CALL
　２６	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT			22　		1	CALL
　２７	WT	WT	WT	WT	WT	W.	.T	WT	WT	WT	WT			20　	34	CALL
　２８	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT			22　		1	CALL
　２９	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT			22　		1	CALL
　３０	WT	.T	..	W.	.T	.T	.T	..	.T	WT	WT			12　	40	CALL
　３１	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT			22　		1	CALL
　３２	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT			22　		1	CALL
　３４	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT			22　		1	CALL
　３５	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT			22　		1	CALL
　３６	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT			22　		1	CALL
　３７	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT			22　		1	CALL
　３８	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT			22　		1	CALL
　３９	..	..	W.	.T	W.	W.	..	WT	W.	..	..				7　	42		−
　４０	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT			22　		1	CALL
　４１	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT			22　		1	CALL
　４２	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT			22　		1	CALL
　４３	WT	WT	WT	WT	..	WT	WT	W.	.T	WT	WT			18　	38	CALL
　４４	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT			22　		1	CALL
　４５	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT			22　		1	CALL
　４６	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	W.	WT	WT			21　	31	CALL
　４７	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT			22　		1	CALL
　４８	..	..	.T	..	WT	WT	W.	.T	WT	..	..				9　	41		−

【２次予選】

　　　	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	
背番号	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	得点	順位	判定
　　１	WT	WT	WT	WT	W.	W.	WT	WT	WT	WT	WT			20　	10	CALL
　　２	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	W.			21　		6	CALL
　　４	WT	WT	WT	WT	.T	WT	WT	WT	WT	WT	..			19　	14	CALL
　　５	..	..	..	..	..	..	..	..	.T	W.	WT				4　	34		−
　　６	..	..	..	..	..	.T	..	.T	..	..	..				2　	36		−
　　７	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT			22　		1	CALL
　　８	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	.T	WT			21　		6	CALL
　１０	.T	..	..	..	..	..	..	..	..	.T	WT				4　	34		−
　１１	..	WT	..	..	W.	.T	..	W.	W.	..	.T				7　	29		−
　１３	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT			22　		1	CALL
　１４	W.	..	W.	WT	..	W.	W.	..	..	W.	..				7　	29		−
　１５	..	..	..	..	..	..	..	W.	..	..	..				1　	37		−
　１７	WT	WT	WT	WT	.T	WT	WT	.T	WT	WT	W.			19　	14	CALL
　１８	..	..	.T	..	WT	..	.T	..	..	..	.T				5　	33		−
　１９	..	WT	WT	WT	WT	.T	..	W.	WT	.T	.T			14　	20	CALL
　２０	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	.T	WT	WT			21　		6	CALL
　２２	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT			22　		1	CALL
　２３	.T	..	W.	WT	..	WT	WT	..	W.	WT	WT			13　	21	CALL
　２４	W.	..	..	..	WT	..	.T	.T	W.	W.	..				7　	29		−
　２５	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT			22　		1	CALL
　２６	WT	.T	..	..	WT	WT	W.	.T	..	..	WT			11　	25		−
　２７	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..				0　	39		−
　２８	WT	WT	.T	WT	WT	..	WT	W.	WT	WT	WT			18　	17	CALL
　２９	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	W.	W.			20　	10	CALL
　３０	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..				0　	39		−
　３１	..	W.	WT	..	..	WT	..	WT	.T	.T	..				9　	26		−
　３２	WT	WT	WT	WT	WT	W.	WT	WT	WT	WT	WT			21　		6	CALL
　３４	WT	WT	..	W.	WT	WT	WT	..	.T	W.	WT			15　	19	CALL
　３５	WT	WT	WT	W.	W.	.T	W.	W.	W.	WT	WT			16　	18	CALL
　３６	WT	WT	WT	WT	WT	W.	WT	.T	WT	WT	WT			20　	10	CALL
　３７	..	..	W.	WT	..	..	.T	W.	..	W.	W.				7　	29		−
　３８	W.	..	WT	.T	.T	WT	WT	WT	..	W.	.T			13　	21	CALL
　４０	.T	..	..	WT	WT	WT	WT	.T	.T	.T	W.			13　	21	CALL
　４１	..	.T	WT	W.	WT	WT	..	..	WT	.T	WT			13　	21	CALL
　４２	WT	WT	..	..	..	..	W.	WT	WT	..	..				9　	26		−
　４３	..	..	..	..	..	..	..	..	W.	..	..				1　	37		−
　４４	WT	WT	WT	.T	WT	WT	.T	WT	WT	.T	WT			19　	14	CALL
　４５	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	..			20　	10	CALL
　４６	..	W.	.T	.T	..	..	..	WT	..	WT	.T				8　	28		−
　４７	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT			22　		1	CALL

【３次予選】

　　　	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	
背番号	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	得点	順位	判定
　　１	..	..	..	.T	..	..	..	..	..	WT	WT				5　	20		−
　　２	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	..	.T			19　		4	CALL
　　４	.T	..	..	..	.T	..	..	..	..	..	..				2　	22		−
　　７	WT	WT	WT	..	W.	WT	W.	W.	WT	WT	WT			17　		8	CALL
　　８	..	.T	..	WT	..	.T	WT	..	..	..	W.				7　	15		−



　１３	WT	W.	..	..	.T	.T	.T	.T	W.	..	.T				9　	12	CALL
　１７	WT	WT	WT	WT	..	WT	WT	WT	WT	WT	W.			19　		4	CALL
　１９	..	..	..	WT	WT	..	..	W.	..	..	W.				6　	17		−
　２０	..	W.	WT	WT	..	..	WT	WT	.T	WT	..			12　	11	CALL
　２２	WT	.T	WT	WT	WT	WT	WT	.T	WT	WT	WT			20　		2	CALL
　２３	..	..	..	..	W.	WT	..	W.	..	..	..				4　	21		−
　２５	WT	WT	WT	..	WT	WT	WT	WT	WT	WT	.T			19　		4	CALL
　２８	.T	WT	WT	W.	WT	..	.T	WT	W.	W.	..			13　	10	CALL
　２９	WT	..	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	W.			19　		4	CALL
　３２	WT	.T	WT	WT	WT	WT	WT	WT	.T	WT	WT			20　		2	CALL
　３４	W.	..	..	..	..	WT	..	WT	W.	..	..				6　	17		−
　３５	..	WT	.T	..	.T	..	..	..	.T	.T	WT				8　	13		−
　３６	..	W.	..	WT	W.	W.	W.	..	..	W.	..				7　	15		−
　３８	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.T	.T				2　	22		−
　４０	..	..	..	..	..	W.	..	..	..	..	..				1　	24		−
　４１	..	.T	W.	..	WT	..	..	..	..	..	WT				6　	17		−
　４４	WT	W.	..	..	..	..	W.	..	WT	WT	..				8　	13		−
　４５	W.	WT	WT	WT	..	W.	.T	.T	WT	..	WT			14　		9	CALL
　４７	WT	WT	WT	WT	WT	.T	WT	WT	WT	WT	WT			21　		1	CALL

【準決勝】

　　　	23		25		27		29		31		33		35		37		39		41		43		
背番号	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF	得点	順位	判定
　　２	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF	.TF	...			29　		2	CALL
　　７	..F	WTF	W..	...	..F	...	WTF	...	WTF	..F	WTF			16　		6	CALL
　１３	.TF	...	...	...	..F	...	...	WTF	...	...	...				6　	11		−
　１７	...	WTF	.TF	WTF	...	WTF	W..	WT.	...	WTF	...			17　		5	CALL
　２０	W..	...	WT.	WTF	...	...	...	..F	...	.T.	WTF			11　		8		−
　２２	.TF	W..	WTF	WTF	WTF	WTF	.TF	W.F	WTF	WTF	WTF			28　		3	CALL
　２５	.T.	WTF	W..	.T.	WT.	WTF	W..	WTF	WTF	WTF	...			21　		4	CALL
　２８	.T.	.T.	.TF	...	WT.	...	.TF	...	...	...	...				8　	10		−
　２９	W..	...	...	...	WTF	WTF	...	...	...	W..	WTF			11　		8		−
　３２	..F	...	..F	W.F	WTF	...	WTF	.T.	WT.	...	WTF			16　		6	CALL
　４５	W..	..F	...	...	...	...	...	...	..F	W..	...				4　	12		−
　４７	WTF	WTF	WTF	WTF	...	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			30　		1	CALL

【決　勝】

　　　	23			25			27			29			31			33			35			37			39			41			43			
背番号	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ		Ｗ		Ｔ		Ｆ		Ｑ	総合
　　２	3323	2222	4444	3334	3431	2222	2222	3222	4544	5424	5555		3.0	3.0	2.0	3.0	３
　　７	4747	5555	3333	7777	4345	7777	4444	6454	2326	4555	2111		4.0	4.0	4.0	5.0	４
　１７	6665	3333	5655	4443	6666	3333	5776	4545	6662	6676	7777		5.0	7.0	6.0	4.0	５
　２２	2232	6444	2121	2122	1112	6555	6555	2333	3211	2762	3333		2.0	2.0	3.0	2.0	２
　２５	7576	4666	7577	6665	5554	4444	7667	5677	5153	3247	6664		7.0	6.0	7.0	7.0	７
　３２	5454	7777	6766	5556	2223	5666	3333	7766	7777	7333	4446		6.0	5.0	5.0	6.0	６
　４７	1111	1111	1212	1211	7777	1111	1111	1111	1435	1111	1222		1.0	1.0	1.0	1.0	１

【最終結果】

　背番号　リーダー　								パートナー　						所属　　　　　　　　　　　成績
　　　１　関本　政義						　関本　啓子						　セキモトダンススタジオ		　３次
　　　２　正藤　隆史						　正藤　智子						　正藤ダンススクール						　決勝　３位
　　　３　高田　信行						　源田　貴子						　タカダダンススクール				　１次
　　　４　渡辺　勝彦						　加島　久乃						　渡辺勝彦ダンス教室						　３次
　　　５　岩崎　祐一						　三井　なおみ				　Ｍ・トモミスポーツダンス　２次
　　　６　石田　武								　奥山　淑子						　ダンスフォレスト								　２次
　　　７　楢林　明博						　糸山　由里子				　コレットダンススタジオ		　決勝　４位
　　　８　水口　直哉						　水口　理佳子				　ミズグチダンススクール		　３次
　　　９　石巻　健吾						　中嶋　美枝子				　シノダ・ソシアルダンス		　１次
　　１０　田屋　博之						　泉　由美								　コア・ダンススポーツクラ　２次
　　１１　田中　雄大						　小倉　さゆり				　																								　２次
　　１２　野田　庄司						　島岡　多恵子				　ＮＯＤＡダンススクール		　１次
　　１３　羽村　康弘						　中原　千景						　羽村ダンススクール						　準決
　　１４　小林　修								　馬場先　陽子				　タグチマツオダンススクー　２次
　　１５　沖野　智征						　中村　綾子						　ダンススクール　ロイヤル　２次
　　１７　吉村　真治						　吉村　美恵子				　アマノダンスクラブ						　決勝　５位
　　１８　佐久間　重行				　渋谷　春美						　海老原ダンススクール				　２次
　　１９　川本　慶拓						　川本　やちこ				　ダンススタジオ	カワモト	　３次
　　２０　馬場　康宏						　馬場　真友美				　目黒駅前馬場ダンス教室		　準決
　　２１　芦川　憲治						　佐藤　博子						　アイニーダンススタジオ		　１次
　　２２　山本　純一郎				　田上　佳代子				　山本かおるダンス教室				　決勝　２位
　　２３　打越　美智夫				　打越　珠恵						　ウチコシミチオダンススタ　３次
　　２４　川口　剛								　小寺　春香						　																								　２次
　　２５　石川　浩之						　菅野　純代						　イシカワヒロユキダンスス　決勝　７位
　　２６　山口　慎介						　千波　杏奈						　スタジオWITH寺井ダンスカ　２次
　　２７　渡辺　康行						　村中　静枝						　ワタナベダンススタジオ		　２次
　　２８　杉嶋　浩和						　小柳　麻里						　ECHO　DANCE　COMPANY				　準決
　　２９　大竹　道雄						　高田　美穂子				　オオタケダンススクール		　準決
　　３０　城次　達也						　山地　直子						　ダンススタジオG									　２次
　　３１　当麻　眞示						　木村　佳代子				　横浜ダンス学院										　２次
　　３２　新里　真明						　新里　久美子				　ニイザトダンスアカデミー　決勝　６位
　　３４　三上　芳弘						　小山　百合子				　ダンススクールエメラルド　３次
　　３５　上妻　秀典						　大神　ひとみ				　スタジオ　アンゲリック		　３次
　　３６　天野　功								　天野　麻美子				　アマノダンススクール				　３次
　　３７　加藤　一雄						　鈴木　悦子						　スタジオ・ベル										　２次
　　３８　杉山　勇								　杉山　美樹						　																								　３次
　　３９　河内　俊典						　横井　洋子						　																								　１次
　　４０　内田　真史						　小村　明美						　小村ダンスファクトリ				　３次
　　４１　東　晋一								　東　耀子								　アドバンスダンススタジオ　３次
　　４２　勝俣　広								　札　京子								　蔵の街ダンススタジオFuda　２次
　　４３　戸野倉　栄二				　山崎　秀子						　トノクラエイジダンススタ　２次
　　４４　一条　まこと				　一条　みわこ				　一条ダンススタジオ						　３次
　　４５　迎　孝										　永野　瑞穂						　ダンススタジオ　ウエノ		　準決
　　４６　西山　三男						　西山　雅代						　ダンススタジオ西山						　２次
　　４７　斎藤　正志						　斎藤　佳代子				　サイトウダンスアカデミー　決勝　１位
　　４８　藤村　寿志						　福島　洋子						　																								　１次


