
大　会　名：プレミア・ファースト	ダンス選手権_プロ

競技会ｺｰﾄﾞ：170423

開催年月日：平成２９年４月２３日

会　　　場：

主　　　催：JCF東部総局

　　審査員　1	山本千恵子
　　　　　　2	出口弘道
　　　　　　3	天野博文
　　　　　　4	藤岡啓二
　　　　　　5	千田修治
　　　　　　6	尾熊淳子
　　　　　　7	海宝修
　　　　　　8	海宝真理
　　　　　　9	鈴木一朗
　　　　　　10	一村浩祐
　　　　　　11	近藤寿孝
　　　　　　12	小林福美
　　　　　　13	安田亜矢子
　　　　　　14	石原正三
　　　　　　15	渋谷透子
　　　　　　16	山野清史
　　　　　　17	鼓麻希
　　　　　　18	三橋直也
　　　　　　19	生方清貴
　　　　　　20	廣瀬友子
　　　　　　21	吉田亮一
　　　　　　22	中沢康行
　　　　　　23	武田満紀
　　　　　　24	山口政徳

------------------------------------------------------------------------------
昇級者（ノービス級は即日、他は翌年１月１日昇級）
------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------
プロ･東部日本ﾌﾟﾚﾐｱﾘｰｸﾞﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ　出場：30組　種目：ＷＴＶＦＱ
------------------------------------------------------------------------------

【１次予選】

　　　	1				3				5				7				9				12			13			15			17			
背番号	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	得点	順位	判定
　　２	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	.T.Q	.T.Q	WTFQ			32　	16	CALL
　　３	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			36　		1	CALL
　　５	.TFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			35　		7	CALL
　　６	WTF.	....	WTFQ	WTFQ	....	...Q	...Q	W...	....			14　	28		−
　　７	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			36　		1	CALL
　　８	W..Q	WTFQ	....	...Q	...Q	..F.	W.F.	.TFQ	.T.Q			16　	27		−
　　９	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTF.	WTF.	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			34　	12	CALL
　１１	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			36　		1	CALL
　１２	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WT.Q	WTFQ			35　		7	CALL
　１３	WTFQ	...Q	WTFQ	....	WTFQ	WT..	WTF.	W.F.	W.F.			22　	23	CALL
　１５	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	.TFQ			35　		7	CALL
　１６	W.FQ	WTFQ	WTFQ	W.F.	WTFQ	WTF.	WTFQ	WTFQ	WTFQ			32　	16	CALL
　１７	WTFQ	.T..	WTFQ	WTFQ	WTF.	WTFQ	.T.Q	W...	WTFQ			27　	21	CALL
　１８	....	....	....	....	...Q	W.F.	W.F.	..FQ	W...				8　	30		−
　１９	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTF.	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			35　		7	CALL
　２０	WTFQ	W.FQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	.TFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			34　	12	CALL
　２１	WTFQ	WTFQ	.TFQ	WTFQ	WT.Q	W.FQ	WTFQ	WT.Q	WTF.			31　	20	CALL
　２３	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	.TFQ	WT.Q	WTFQ	WTFQ	WTFQ			34　	12	CALL
　２５	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			36　		1	CALL
　２６	....	WTFQ	WTFQ	.T.Q	W.FQ	.T.Q	....	.TF.	...Q			18　	25		−
　２７	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	W.FQ	WTFQ	.T..	WTFQ			32　	16	CALL
　２８	.T..	....	W...	.TFQ	WTFQ	.T..	WT..	WTFQ	..FQ			18　	25		−
　２９	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			36　		1	CALL
　３０	WTFQ	WTFQ	WTFQ	W.FQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			35　		7	CALL
　３１	.TF.	WTF.	....	WTF.	WTFQ	....	.TFQ	WTFQ	WTF.			22　	23	CALL
　３３	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			36　		1	CALL
　３５	WTFQ	WTFQ	....	WT.Q	WT..	WTFQ	WTFQ	W.F.	.T.Q			25　	22	CALL
　３６	W..Q	WTFQ	WTFQ	WTFQ	..FQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			32　	16	CALL
　３７	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	W.FQ	..FQ	WTFQ			33　	15	CALL



　３８	....	....	....	....	....	WTFQ	....	WTFQ	W...				9　	29		−

【２次予選】

　　　	1				3				5				7				9				12			13			15			17			
背番号	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	得点	順位	判定
　　２	W...	....	WTFQ	W.F.	W...	....	....	W...	W...			10　	18		−
　　３	WTFQ	WTFQ	....	.T.Q	WTFQ	....	WTFQ	WTFQ	WTFQ			26　		8	CALL
　　５	....	....	....	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTF.	....	....			15　	12	CALL
　　７	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	W.FQ	WTFQ	WTFQ			35　		4	CALL
　　９	....	WTFQ	.TFQ	....	....	...Q	....	.TFQ	....			11　	17		−
　１１	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WT..	WTFQ	WTFQ	WTFQ			34　		6	CALL
　１２	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			36　		1	CALL
　１３	....	....	....	....	....	....	...Q	....	..F.				2　	22		−
　１５	WTFQ	W.FQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			35　		4	CALL
　１６	....	.T..	WTFQ	....	.TFQ	.TFQ	.T..	....	....			12　	15		−
　１７	....	....	....	....	....	....	....	....	...Q				1　	23		−
　１９	.T..	WTFQ	....	....	....	W.F.	....	....	....				7　	19		−
　２０	....	....	WT..	....	WTFQ	....	WT..	WTFQ	....			12　	15		−
　２１	WTFQ	....	....	....	....	....	....	....	..F.				5　	20		−
　２３	....	WTFQ	W...	WTFQ	...Q	W...	..F.	W.FQ	.TFQ			18　	10	CALL
　２５	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			36　		1	CALL
　２７	WTFQ	WTFQ	W.F.	.T..	W.F.	.T.Q	WT.Q	....	W..Q			20　		9	CALL
　２９	.TFQ	....	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			31　		7	CALL
　３０	WTFQ	WTFQ	.TF.	W..Q	....	.T.Q	.TFQ	....	.T..			18　	10	CALL
　３１	....	....	....	....	.T..	..F.	....	....	...Q				3　	21		−
　３３	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			36　		1	CALL
　３５	....	....	....	....	....	....	....	....	....				0　	24		−
　３６	....	....	...Q	..F.	....	W.FQ	W.FQ	.TFQ	WTF.			14　	14		−
　３７	W.FQ	....	...Q	WTFQ	....	WTF.	....	WT..	WT..			15　	12	CALL

【準決勝】

　　　	1					3					5					7					9					12				13				15				17				
背番号	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	得点	順位	判定
　　３	WTVFQ	W..FQ	.....	..V..	..V..	.....	W..F.	..VF.	.T...			15　		8		−
　　７	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ			45　		1	CALL
　１１	..V..	WT..Q	WT.FQ	WTVFQ	WTVFQ	...FQ	WT.FQ	W...Q	WTVFQ			31　		4	CALL
　１２	WT.FQ	WTVFQ	..V..	WT.FQ	...F.	WTVF.	..V..	WTVFQ	W..F.			27　		6	CALL
　１５	WT..Q	..V..	WT.FQ	.T..Q	WT.FQ	WTV.Q	WTVFQ	WT.FQ	WTV.Q			31　		4	CALL
　２３	.....	.T.F.	.....	W....	.....	.....	.....	.....	....Q				4　	10		−
　２５	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ			45　		1	CALL
　２７	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....				0　	12		−
　２９	..VF.	.....	WTVFQ	..V..	WTV.Q	WTVFQ	.TV.Q	.TV..	..VF.			24　		7		−
　３０	.....	..V..	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....				1　	11		−
　３３	WTVFQ	WT.FQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WT.FQ	WT.FQ	WTVFQ	WT.FQ			41　		3	CALL
　３７	.....	..V..	..V..	...F.	.....	..V..	..V..	.....	..V..				6　		9		−

【決　勝】

　　　	1					3					5					7					9					12				13				15				17				
背番号	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ		Ｗ		Ｔ		Ｖ		Ｆ		Ｑ	総合
　　７	11111	11111	11111	11111	21111	11121	11111	11111	11111		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	１
　１１	66666	22625	66566	33332	34533	55465	42322	66666	32434		3.0	5.0	5.0	3.0	4.0	４
　１２	55545	45554	55655	45645	65665	66656	66566	43444	66666		6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	６
　１５	44454	66242	33233	66454	43344	44333	55643	24232	54343		5.0	4.0	3.0	4.0	3.0	３
　２５	32322	54366	44344	54566	56456	33544	23234	55555	45555		4.0	3.0	4.0	5.0	5.0	５
　３３	23233	33433	22422	22223	12222	22212	34455	32323	23222		2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	２

【最終結果】

　背番号　リーダー　								パートナー　						所属　　　　　　　　　　　成績
　　　２　森　昌太								　沖本　梨江						　ミヤジマヒデユキダンスス　２次
　　　３　木村　勇								　伊藤　瑞穂						　ケヅカテツオダンスアカデ　準決
　　　５　石川　浩之						　菅野　純代						　イシカワヒロユキダンスス　２次
　　　６　岩田　亮二						　加ǹ　万智						　青柳ダンスアカデミー				　１次
　　　７　水出　光								　雨宮　可奈						　矢部行英ダンスカンパニー　決勝　１位
　　　８　藤縄　誠								　細谷　まりも				　アマノダンスアカデミー		　１次
　　　９　片山　雄暉						　片山　法子						　片山ダンススクール						　２次
　　１１　櫻井　朝之						　木須　サオリ				　小嶋鉄治ダンススタジオ		　決勝　４位
　　１２　池本　規恒						　樫本　真実						　イケモトダンスワールド		　決勝　６位
　　１３　大竹　道雄						　高田　美穂子				　オオタケダンススクール		　２次
　　１５　小野　大輔						　中村　佳菜						　サードダンススクール				　決勝　３位
　　１６　加藤　義人						　小林　維斗						　二ﾂ森亨ダンスアカデミー	　２次
　　１７　鈴木　康友						　鈴木　海美						　高円寺	毛塚ダンス教室			　２次
　　１８　山口　慎介						　千波　杏奈						　スタジオWITH寺井ダンスカ　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　西原　光熙						　西原　典子						　ニシハラコウキダンスアカ　２次



　　２１　世古宗　弘一				　世古宗　友子				　セコムネ	ダンス	フィール　２次
　　２３　宮川　祐也						　宮川　友里子				　中田ダンススクール						　準決
　　２５　小平　寛								　上村　美保						　コダイラヒロシダンススク　決勝　５位
　　２６　木下　聡明						　山内　砂穂						　木下ダンスワールド						　１次
　　２７　池田　彰宏						　小島　律子						　池田ダンススタジオ						　準決
　　２８　迎　孝										　永野　瑞穂						　ダンススタジオ　ウエノ		　１次
　　２９　正藤　隆史						　正藤　智子						　正藤ダンススクール						　準決
　　３０　林　雅也								　大嶋　香里						　ケヅカテツオダンスアカデ　準決
　　３１　菊池　和春						　酒井　恵美						　ダンスジャルダン大						　２次
　　３３　朝増　拓哉						　中川　千秋						　スズキイチロー・ダンスア　決勝　２位
　　３５　楠谷　喜洋						　楠谷　恵								　片山ダンススクール						　２次
　　３６　宇土　曜史						　伊藤　未途						　ダンス	スタジオ	アジール　２次
　　３７　越川　真人						　越川　民子						　コシカワダンススクール		　準決
　　３８　中下　廣								　田中　ゆう子				　チャオダンススタジ						　１次

------------------------------------------------------------------------------
プロ･東部日本ﾌｧｰｽtﾘｰｸﾞﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ　出場：17組　種目：ＷＴＶＦＱ
------------------------------------------------------------------------------

【１次予選】

　　　	2				4				6				8				10			11			14			16			18			
背番号	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	得点	順位	判定
　　２	.TFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	..FQ			33　		6	CALL
　　６	....	WTF.	WTFQ	WTFQ	....	WTFQ	....	W.F.	.TF.			19　	12	CALL
　　８	.TFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WT..	WTFQ	WTFQ	WT..			31　	10	CALL
　１０	....	....	..FQ	W...	W...	....	..F.	.T..	WTFQ			10　	15		−
　１２	.TFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	.TFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			34　		5	CALL
　１４	.TFQ	....	....	....	....	....	....	....	....				3　	17		−
　１６	.TFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			35　		1	CALL
　１８	....	...Q	.TFQ	.TFQ	.TFQ	W.FQ	WT.Q	WTFQ	W..Q			22　	11	CALL
　２０	.TFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			35　		1	CALL
　２２	....	W...	....	.TFQ	....	....	...Q	....	.T.Q				7　	16		−
　２６	.TFQ	WTFQ	WTFQ	W.F.	WTFQ	WTF.	WTFQ	WTFQ	WTFQ			32　		8	CALL
　２８	.TFQ	WTFQ	WT..	WT.Q	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			32　		8	CALL
　３０	.TFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			35　		1	CALL
　３２	..F.	.TFQ	....	.T..	...Q	...Q	WT..	...Q	W...			11　	14		−
　３４	.TFQ	....	W...	....	WTF.	WTFQ	..F.	....	..F.			13　	13		−
　３６	.TFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			35　		1	CALL
　３８	.T.Q	WTFQ	WTFQ	W.FQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			33　		6	CALL

【準決勝】

　　　	2					4					6					8					10				11				14				16				18				
背番号	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	得点	順位	判定
　　２	WTVFQ	WTVF.	.T.FQ	WT.FQ	WTVFQ	WTVFQ	.T..Q	WTVFQ	W..F.			35　		3	CALL
　　６	...FQ	.....	...F.	WTV.Q	.....	.....	.....	.....	..V.Q				9　	10		−
　　８	WTVF.	WTVFQ	W.V..	..VF.	WTV..	.....	WTVFQ	W.VF.	W.V..			26　		7		−
　１２	.....	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	.TVFQ	WTVFQ	WTVFQ	.T.FQ			37　		2	CALL
　１６	WTVFQ	.TVFQ	WTV.Q	.TV..	..VFQ	WTVFQ	..V..	.TV.Q	.T..Q			29　		6	CALL
　１８	.....	.....	.....	.....	.....	..V..	.....	.....	.....				1　	12		−
　２０	W...Q	....Q	WTVFQ	W..FQ	WT.FQ	WTVFQ	W..F.	WT.FQ	WT.FQ			30　		5	CALL
　２６	.TV..	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	..V..				3　	11		−
　２８	W....	W....	.....	.....	.....	W....	WTVFQ	.....	.T..Q			10　		9		−
　３０	.TVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WT.FQ	WTV.Q	WTVFQ	WTVFQ			42　		1	CALL
　３６	WTVFQ	W.VFQ	.....	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	...F.	WTVFQ	WTVF.			34　		4	CALL
　３８	.....	.T...	WTVFQ	.....	.....	.....	WTVFQ	.....	W.VF.			14　		8		−

【決　勝】

　　　	2					4					6					8					10				11				14				16				18				
背番号	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ		Ｗ		Ｔ		Ｖ		Ｆ		Ｑ	総合
　　２	35556	44336	56656	44153	35233	54556	54665	44454	46655		4.0	5.0	5.0	5.0	6.0	５
　１２	56665	22111	12121	22411	11311	11111	11111	11111	21123		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	１
　１６	43333	33443	45565	65665	66666	32332	66556	66665	55566		6.0	6.0	6.0	6.0	5.0	６
　２０	62211	55665	34443	56546	54544	63665	32233	55546	64444		5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	４
　３０	11122	11222	23212	31334	42455	25223	23342	22222	12311		2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	２
　３６	24444	66554	61334	13222	23122	46444	45424	33333	33232		3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	３

【最終結果】

　背番号　リーダー　								パートナー　						所属　　　　　　　　　　　成績
　　　２　森　昌太								　沖本　梨江						　ミヤジマヒデユキダンスス　決勝　５位
　　　６　岩田　亮二						　加ǹ　万智						　青柳ダンスアカデミー				　準決
　　　８　藤縄　誠								　細谷　まりも				　アマノダンスアカデミー		　準決
　　１０　吉田　貴裕						　田中　真琴						　東宝ダンスホール								　１次
　　１２　池本　規恒						　樫本　真実						　イケモトダンスワールド		　決勝　１位
　　１４　佐藤　功								　赤石　恒子						　ワールドステップ								　１次



　　１６　加藤　義人						　小林　維斗						　二ﾂ森亨ダンスアカデミー	　決勝　６位
　　１８　山口　慎介						　千波　杏奈						　スタジオWITH寺井ダンスカ　準決
　　２０　西原　光熙						　西原　典子						　ニシハラコウキダンスアカ　決勝　４位
　　２２　岡崎　可寿智				　矢ǹ　芳子						　																								　１次
　　２６　木下　聡明						　山内　砂穂						　木下ダンスワールド						　準決
　　２８　迎　孝										　永野　瑞穂						　ダンススタジオ　ウエノ		　準決
　　３０　林　雅也								　大嶋　香里						　ケヅカテツオダンスアカデ　決勝　２位
　　３２　安井　建								　中川　洋子						　ダンススタジオ　ブルーム　１次
　　３４　当麻　眞示						　木村　佳代子				　横浜ダンス学院										　１次
　　３６　宇土　曜史						　伊藤　未途						　ダンス	スタジオ	アジール　決勝　３位
　　３８　中下　廣								　田中　ゆう子				　チャオダンススタジ						　準決

------------------------------------------------------------------------------
プロ･B級ｼﾆｱｽﾀｰ・ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ競技会　出場：10組　種目：ＷＴＶＦＱ
------------------------------------------------------------------------------

【１次予選】

　　　	4			19		20		21		23		
背番号	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF	得点	順位	判定
　１４	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　２２	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　２８	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　３２	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　３９	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　４１	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　４３	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　４４	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　４７	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　４９	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL

【準決勝】

　　　	4				19			20			21			23			
背番号	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	得点	順位	判定
　１４	WTF.	....	....	....	....				3　		9		−
　２２	...Q	WTFQ	WTF.	WT.Q	.T..			12　		6	CALL
　２８	WTFQ	WTFQ	W.FQ	WTFQ	WTFQ			19　		2	CALL
　３２	WT..	WT.Q	WTFQ	WTFQ	WTFQ			17　		3	CALL
　３９	WTFQ	....	....	.TF.	W..Q				8　		7		−
　４１	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			20　		1	CALL
　４３	WTFQ	WTFQ	WTFQ	..F.	WTFQ			17　		3	CALL
　４４	....	W.F.	WTFQ	WTFQ	W.FQ			13　		5	CALL
　４７	...Q	....	...Q	....	.T..				3　		9		−
　４９	..F.	.TFQ	.T..	W..Q	..F.				8　		7		−

【決　勝】

　　　	4					19				20				21				23				
背番号	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ		Ｗ		Ｔ		Ｖ		Ｆ		Ｑ	総合
　２２	54554	56666	63556	65466	65364		6.0	5.0	5.0	6.0	6.0	６
　２８	33332	22121	14361	12111	11111		1.0	2.0	1.0	2.0	1.0	１
　３２	45445	44444	41433	34344	23455		3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	４
　４１	11111	11312	22642	21533	32622		2.0	1.0	6.0	1.0	2.0	２
　４３	22223	33233	56225	56655	44533		4.0	4.0	3.0	3.0	3.0	３
　４４	66666	65555	35114	43222	56246		5.0	6.0	2.0	5.0	5.0	５

【最終結果】

　背番号　リーダー　								パートナー　						所属　　　　　　　　　　　成績
　　１４　佐藤　功								　赤石　恒子						　ワールドステップ								　準決
　　２２　岡崎　可寿智				　矢ǹ　芳子						　																								　決勝　６位
　　２８　迎　孝										　永野　瑞穂						　ダンススタジオ　ウエノ		　決勝　１位
　　３２　安井　建								　中川　洋子						　ダンススタジオ　ブルーム　決勝　４位
　　３９　林　俊徳								　林　曜子								　ホールセントラル								　準決
　　４１　天野　功								　天野　麻美子				　アマノダンススクール				　決勝　２位
　　４３　勝俣　広								　札　京子								　蔵の街ダンススタジオFuda　決勝　３位
　　４４　佐久間　重行				　渋谷　春美						　海老原ダンススクール				　決勝　５位
　　４７　藤井　柳樹						　丸山　雅子						　藤井ダンススクール						　準決
　　４９　峯村　知和						　峯村　京子						　ミネムラダンスワールド		　準決

------------------------------------------------------------------------------
プロ･C級ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ競技会　出場：24組　種目：ＷＴＦ
------------------------------------------------------------------------------

【１次予選】

　　　	7			12		13		15		24		



背番号	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF	得点	順位	判定
　　８	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　２８	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　３８	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　４１	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　４２	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　４３	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　４５	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　４６	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　４７	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　４８	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　４９	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　５０	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　５１	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　５２	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　５４	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　５５	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　５６	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　５７	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　５８	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　５９	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　６０	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　６１	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　６２	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　６３	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL

【２次予選】

　　　	7			12		13		15		24		
背番号	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF	得点	順位	判定
　　８	WTF	.TF	WTF	WTF	WTF			14　		6	CALL
　２８	WTF	W.F	WTF	WTF	WTF			14　		6	CALL
　３８	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　４１	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　４２	...	...	...	...	...				0　	18		−
　４３	...	.T.	W..	...	...				2　	16		−
　４５	WTF	W..	WTF	WTF	...			10　	11	CALL
　４６	...	WTF	...	WTF	WTF				9　	12	CALL
　４７	...	...	...	...	...				0　	18		−
　４８	WTF	W.F	WTF	WTF	WTF			14　		6	CALL
　４９	.TF	...	...	...	WTF				5　	13		−
　５０	...	.T.	.TF	...	...				3　	15		−
　５１	WTF	WTF	WT.	WTF	W.F			13　	10	CALL
　５２	...	...	...	...	...				0　	18		−
　５４	...	...	...	...	...				0　	18		−
　５５	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　５６	W..	W..	..F	...	.TF				5　	13		−
　５７	...	.TF	...	...	...				2　	16		−
　５８	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　５９	WTF	WTF	WTF	WTF	WT.			14　		6	CALL
　６０	...	...	...	...	...				0　	18		−
　６１	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　６２	...	...	...	...	...				0　	18		−
　６３	...	...	...	...	...				0　	18		−

【準決勝】

　　　	7			12		13		15		24		
背番号	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF	得点	順位	判定
　　８	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　２８	...	...	WT.	.T.	W..				4　	10		−
　３８	W.F	W.F	W..	WTF	...				8　		6	CALL
　４１	WTF	WT.	.TF	...	WTF			10　		3	CALL
　４５	...	...	.TF	...	...				2　	11		−
　４６	...	WTF	...	...	W.F				5　		9		−
　４８	WTF	...	WTF	WTF	.T.			10　		3	CALL
　５１	WTF	.T.	..F	...	.TF				7　		7		−
　５５	...	...	...	W.F	...				2　	11		−
　５８	WTF	WTF	WTF	WTF	...			12　		2	CALL
　５９	.T.	..F	W..	WTF	WTF				9　		5	CALL
　６１	...	WTF	...	...	WTF				6　		8		−

【決　勝】

　　　	7			12		13		15		24		
背番号	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF		Ｗ		Ｔ		Ｆ	総合
　　８	444	333	413	545	212		5.0	2.0	3.0	４
　３８	656	424	255	221	466		4.0	5.0	5.0	５
　４１	222	655	334	464	121		2.0	3.0	4.0	３



　４８	111	111	122	113	543		1.0	1.0	1.0	１
　５８	333	242	541	332	654		3.0	4.0	2.0	２
　５９	565	566	666	656	335		6.0	6.0	6.0	６

【最終結果】

　背番号　リーダー　								パートナー　						所属　　　　　　　　　　　成績
　　　８　藤縄　誠								　細谷　まりも				　アマノダンスアカデミー		　決勝　４位
　　２８　迎　孝										　永野　瑞穂						　ダンススタジオ　ウエノ		　準決
　　３８　中下　廣								　田中　ゆう子				　チャオダンススタジ						　決勝　５位
　　４１　天野　功								　天野　麻美子				　アマノダンススクール				　決勝　３位
　　４２　市毛　秀明						　竹下　由紀子				　手塚ダンススタジオ						　２次
　　４３　勝俣　広								　札　京子								　蔵の街ダンススタジオFuda　２次
　　４５　奥村　唯臣						　横山　規子						　ヨコミチﾀﾞﾝｽプラ								　準決
　　４６　白井　鷹征						　泉　侑希								　																								　準決
　　４７　藤井　柳樹						　丸山　雅子						　藤井ダンススクール						　２次
　　４８　歩浜　敏夫						　松浦　のぞみ				　ケヅカテツオダンスアカデ　決勝　１位
　　４９　峯村　知和						　峯村　京子						　ミネムラダンスワールド		　２次
　　５０　坂本　裕次						　染谷　知子						　																								　２次
　　５１　笹生　法章						　笹生　晶子						　笹生ダンススタジオ						　準決
　　５２　丸山　武昭						　北川　玲子						　さらしなダンス倶楽部				　２次
　　５４　柳沢　昭男						　安田　郁子						　柳沢ダンススクール						　２次
　　５５　武田　葵								　坪井　実美						　mImI　dance													　準決
　　５６　杉村　浩也						　山梨　智美						　スタジオwith寺井ダンスカ　２次
　　５７　佐藤　雅史						　福田　淳子						　アマノダンスクラブ						　２次
　　５８　藤井　洋介						　宇野　順子						　サムズダンスス										　決勝　２位
　　５９　細目　恭弘						　武本　理絵						　サードダンススクール				　決勝　６位
　　６０　横沢　学								　真瀬垣　まり子		　ヨコサワソシアルダンス		　２次
　　６１　青柳　隆史						　朝日奈　ゑリ				　																								　準決
　　６２　日高　清年						　日高　愛子						　ワールドダンスフジオカ		　２次
　　６３　一條　正雄						　小林　良子						　																								　２次

------------------------------------------------------------------------------
プロ･D級ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ競技会　出場：9組　種目：ＷＴ
------------------------------------------------------------------------------

【準決勝】

　　　	7		12	13	15	24	
背番号	WT	WT	WT	WT	WT	得点	順位	判定
　　８	WT	WT	WT	WT	WT			10　		1	CALL
　４２	.T	..	..	..	..				1　		8		−
　４４	WT	WT	..	WT	WT				8　		4	CALL
　４６	..	WT	WT	WT	WT				8　		4	CALL
　５０	W.	.T	WT	WT	..				6　		7		−
　５６	WT	W.	WT	..	WT				7　		6	CALL
　５９	WT	WT	WT	WT	WT			10　		1	CALL
　６２	..	..	..	..	..				0　		9		−
　６４	WT	WT	WT	WT	WT			10　		1	CALL

【決　勝】

　　　	7		12	13	15	24	
背番号	WT	WT	WT	WT	WT		Ｗ		Ｔ	総合
　　８	11	11	11	11	11		1.0	1.0	１
　４４	24	43	66	46	55		5.0	6.0	５
　４６	66	22	54	33	23		2.0	3.0	２
　５６	32	66	32	55	66		6.0	5.0	６
　５９	53	54	45	22	32		4.0	2.0	３
　６４	45	35	23	64	44		3.0	4.0	４

【最終結果】

　背番号　リーダー　								パートナー　						所属　　　　　　　　　　　成績
　　　８　藤縄　誠								　細谷　まりも				　アマノダンスアカデミー		　決勝　１位
　　４２　市毛　秀明						　竹下　由紀子				　手塚ダンススタジオ						　準決
　　４４　佐久間　重行				　渋谷　春美						　海老原ダンススクール				　決勝　５位
　　４６　白井　鷹征						　泉　侑希								　																								　決勝　２位
　　５０　坂本　裕次						　染谷　知子						　																								　準決
　　５６　杉村　浩也						　山梨　智美						　スタジオwith寺井ダンスカ　決勝　６位
　　５９　細目　恭弘						　武本　理絵						　サードダンススクール				　決勝　３位
　　６２　日高　清年						　日高　愛子						　ワールドダンスフジオカ		　準決
　　６４　田中　航介						　成澤　夏帆						　大塚出ダンススクール				　決勝　４位

------------------------------------------------------------------------------
プロ･N級ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ競技会　出場：1組　種目：ＷＴ
------------------------------------------------------------------------------

【準決勝】



　　　	4		
背番号	WT	得点	順位	判定
　６６	WT				2　		1	CALL

【決　勝】

　　　	４
背番号		W　	T　	　総合計　平均点　順位
				65			00　00　		000					00.0　	00					欠場
				66			60		60　		120					60.0　　1
	
【最終結果】

　背番号　リーダー　								パートナー　						所属　　　　　　　　　　		成績
　　６５　山崎	信男　　　			関口	玲子　　　　シノダソシアルダンス　　欠場
　　６６　小野寺	国市				　	藤井	洋子　　　　KSCダンススタジオ　　　	決勝　1位

　◆背番号	66番は、即日Ｄ級に昇級致します。

　＜　1ポイントアドバイス　＞

　　審査員　４　　
　　　　　　　　　背番号66番　：　	（Ｗ）:フットワークをしっかり使って下さい。トウでしっかりたって下
さい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　	（Ｔ）:もう少し動きにスタッカートを効かせてください。柔らか過ぎま
す。

------------------------------------------------------------------------------
プロ･B級ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ競技会　出場：8組　種目：ＣＳＲＰＪ
------------------------------------------------------------------------------

【準決勝】

　　　	6					7					9					12				15				21				23				
背番号	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	得点	順位	判定
　　１	.....	.....	..R..	.....	.....	.....	..R.J				3　		8		−
　　２	C.RPJ	CSRPJ	CSRPJ	.SRPJ	CSRPJ	CSRPJ	CS..J			31　		5	CALL
　　３	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ			35　		1	CALL
　　４	.SRPJ	CSRPJ	CSRPJ	CSR.J	CSRPJ	CSRPJ	CSRP.			32　		4	CALL
　　５	CS...	.SR..	C....	C.RP.	.....	.....	...P.				9　		7		−
　　６	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ			35　		1	CALL
　　７	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ			35　		1	CALL
　　８	CSRPJ	C..PJ	.S.PJ	CS.PJ	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ			30　		6	CALL

【決　勝】

　　　	6					7					9					12				15				21				23				
背番号	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ		Ｃ		Ｓ		Ｒ		Ｐ		Ｊ	総合
　　２	55555	44444	44444	55555	44444	44444	55565		4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	４
　　３	32222	23323	11212	22433	22323	22222	21222		2.0	1.0	3.0	2.0	2.0	２
　　４	66666	55556	55555	66666	66666	56655	66656		6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	６
　　６	23333	12111	22121	11111	33232	11111	12111		1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	１
　　７	11111	31232	33333	33244	11111	33333	33333		3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	３
　　８	44444	66665	66666	44322	55555	65566	44444		5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	５

【最終結果】

　背番号　リーダー　								パートナー　						所属　　　　　　　　　　　成績
　　　１　市毛　秀明						　竹下　由紀子				　手塚ダンススタジオ						　準決
　　　２　武田　葵								　坪井　実美						　mImI　dance													　決勝　４位
　　　３　田中　航介						　成澤　夏帆						　大塚出ダンススクール				　決勝　２位
　　　４　羽村　康弘						　中原　千景						　羽村ダンススクール						　決勝　６位
　　　５　市野　隆司						　井手　雅子						　ダンザ・エルカミーノ				　準決
　　　６　加地　卓								　町田　恵深						　スタジオダンスウェーブ		　決勝　１位
　　　７　藤井　洋介						　宇野　順子						　サムズダンスス										　決勝　３位
　　　８　亘　肇夫								　湯浅　奈緒子				　																								　決勝　５位

------------------------------------------------------------------------------
プロ･C級ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ競技会　出場：4組　種目：ＣＳＲ
------------------------------------------------------------------------------

【準決勝】

　　　	5			11		13		14		16		
背番号	CSR	CSR	CSR	CSR	CSR	得点	順位	判定
　　６	CSR	CSR	CSR	CSR	CSR			15　		1	CALL



　　７	CSR	CSR	CSR	CSR	CSR			15　		1	CALL
　　８	CSR	CSR	CSR	CSR	CSR			15　		1	CALL
　　９	CSR	CSR	CSR	CSR	CSR			15　		1	CALL

【決　勝】

　　　	5			11		13		14		16		
背番号	CSR	CSR	CSR	CSR	CSR		Ｃ		Ｓ		Ｒ	総合
　　６	111	111	213	111	212		1.0	1.0	1.0	１
　　７	222	222	121	222	121		2.0	2.0	2.0	２
　　８	333	333	332	333	333		3.0	3.0	3.0	３
　　９	444	444	444	444	444		4.0	4.0	4.0	４

【最終結果】

　背番号　リーダー　								パートナー　						所属　　　　　　　　　　　成績
　　　６　加地　卓								　町田　恵深						　スタジオダンスウェーブ		　決勝　１位
　　　７　藤井　洋介						　宇野　順子						　サムズダンスス										　決勝　２位
　　　８　亘　肇夫								　湯浅　奈緒子				　																								　決勝　３位
　　　９　一條　正雄						　小林　良子						　																								　決勝　４位

------------------------------------------------------------------------------
プロ･D級ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ競技会　出場：1組　種目：ＣＲ
------------------------------------------------------------------------------

【準決勝】

　　　	5		11	13	14	16	
背番号	CR	CR	CR	CR	CR	得点	順位	判定
　　８	CR	CR	CR	CR	CR			10　		1	CALL

【決　勝】

　　　	5		11	13	14	16	
背番号	CR	CR	CR	CR	CR		Ｃ		Ｒ	総合
　　８	11	11	11	11	11		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
　　　８　亘　肇夫								　湯浅　奈緒子				　																								　決勝　１位

------------------------------------------------------------------------------
プロ･東部日本ﾌﾟﾚﾐｱﾘｰｸﾞﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ	同　出場：2組　種目：Ｗ
------------------------------------------------------------------------------

【同点決勝】

　　　	1		3		5		7		9		12	13	15	17	
背番号	W		W		W		W		W		W		W		W		W			Ｗ	総合
　　５	2		2		2		2		1		1		1		2		2			2.0	２
　３７	1		1		1		1		2		2		2		1		1			1.0	１


