
大　会　名：令和３年	前期全関東ダンス選手権大会

競技会ｺｰﾄﾞ：061321

開催年月日：令和３年６月１３日

会　　　場：都立産業貿易センター台東館　５階

主　　　催：JCF東部総局

　　審査員　1	天野京子
　　　　　　2	中村英津子
　　　　　　3	柳田哲郎
　　　　　　4	中嶋春夫
　　　　　　5	松岡芽利
　　　　　　6	山野直子
　　　　　　7	古屋裕夫
　　　　　　8	高橋敏明
　　　　　　9	大塚出
　　　　　　10	青山均
　　　　　　11	大貫正弘
　　　　　　12	中嶋美喜
　　　　　　13	加藤陽子
　　　　　　14	北岡和夫

																				

------------------------------------------------------------------------------
P_前期全関東ボールーム選手権　出場：12組　種目：ＷＴＶＦＱ
------------------------------------------------------------------------------

【１次予選】

　　　	1				2				4				6				7				11			12			
背番号	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	得点	順位	判定
　　１	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			28　		1	CALL
　　２	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			28　		1	CALL
　　３	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			28　		1	CALL
　　５	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			28　		1	CALL
　　６	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			28　		1	CALL
　　７	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			28　		1	CALL
　　８	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			28　		1	CALL
　　９	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			28　		1	CALL
　１０	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			28　		1	CALL
　１１	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			28　		1	CALL
　１２	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			28　		1	CALL
　１３	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			28　		1	CALL

【準決勝】

　　　	1					2					4					6					7					11				12				
背番号	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	得点	順位	判定
　　１	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ			35　		1	CALL
　　２	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....				0　	10		−
　　３	WTVFQ	WTVFQ	..V.Q	.....	.TVFQ	WTVFQ	.....			21　		6	CALL
　　５	WTVFQ	.T.FQ	WTVF.	.TV.Q	WTVFQ	....Q	WTVFQ			26　		5	CALL
　　６	WTVFQ	W.V..	.....	W....	.....	WTVF.	.....			12　		8		−
　　７	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....				0　	10		−
　　８	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	W.VFQ	WTVFQ			34　		2	CALL
　　９	.....	.....	.....	WT.F.	.....	.....	.....				3　		9		−



　１０	.....	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ			30　		4	CALL
　１１	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	..VFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ			33　		3	CALL
　１２	.....	.....	WT.FQ	WTVFQ	W....	.T...	WTVFQ			16　		7		−
　１３	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....				0　	10		−

【決　勝】

　　　	1					2					4					6					7					11				12				
背番号	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ		Ｗ		Ｔ		Ｖ		Ｆ		Ｑ	総合
　　１	55666	62223	22211	12233	33333	55445	43444		4.0	2.0	3.0	3.0	4.0	３
　　３	44424	55656	66555	66666	66655	44554	66666		6.0	6.0	6.0	5.0	6.0	６
　　５	22333	36565	55666	33544	44566	66666	55555		5.0	5.0	5.0	6.0	5.0	５
　　８	11111	11111	33333	41412	22222	23112	12121		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	１
　１０	66555	43442	44444	24121	55444	32331	21312		3.0	4.0	4.0	4.0	2.0	４
　１１	33242	24334	11122	55355	11111	11223	34233		2.0	3.0	2.0	2.0	3.0	２

【最終結果】

　背番号　リーダー　								パートナー　						所属　　　　　　　　　　　成績
　　　１　正藤　隆史						　正藤　智子						　正藤ダンススクール						　決勝　３位
　　　２　木下　聡明						　山内　砂穂						　木下ダンスワールド						　準決
　　　３　加藤　義人						　小林　維斗						　dance	place	FELICE						　決勝　６位
　　　５　池田　彰宏						　小島　律子						　池田ダンススタジオ						　決勝　５位
　　　６　松下　吉志						　早瀬　かおり				　アマノダンスアカデミー／　準決
　　　７　鈴木　康友						　鈴木　海美						　高円寺	毛塚ダンス教室			　準決
　　　８　保坂　直伸						　保坂　佳奈						　SOCIAL	DANCING	CLUB	TEAM　決勝　１位
　　　９　宮藤　広								　宮藤　裕子						　モトヤワタダンスラウンジ　準決
　　１０　有原　良義						　前田　馨								　笹生ダンススタジオ／TDS	　決勝　４位
　　１１　櫻井　朝之						　櫻井　サオリ				　櫻井朝之ダンスカンパニー　決勝　２位
　　１２　手塚　順一						　内田　晶子						　ケヅカテツオダンスアカデ　準決
　　１３　羽村　康弘						　中原　千景						　羽村ダンススクール						　準決

------------------------------------------------------------------------------
P_シニアスターボールルーム競技会　出場：5組　種目：ＷＴＦＱ
------------------------------------------------------------------------------

【準決勝】

　　　	1				2				4				6				7				11			12			
背番号	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	得点	順位	判定
　１３	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			28　		1	CALL
　１４	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			28　		1	CALL
　１６	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			28　		1	CALL
　１７	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			28　		1	CALL
　１８	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			28　		1	CALL

【決　勝】

　　　	1				2				4				6				7				11			12			
背番号	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ		Ｗ		Ｔ		Ｆ		Ｑ	総合
　１３	1111	1211	2223	2233	1212	1313	1212		1.0	2.0	1.0	2.0	２
　１４	5555	5555	5555	5555	5555	5545	5555		5.0	5.0	5.0	5.0	５
　１６	2222	2122	1111	1111	2121	3121	2131		2.0	1.0	2.0	1.0	１
　１７	4343	3333	3332	3322	4444	2232	3323		3.0	3.0	3.0	3.0	３
　１８	3434	4444	4444	4444	3333	4454	4444		4.0	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
　　１３　羽村　康弘　　　　中原　千景						　羽村ダンススクール　　　　　　　　　　　　決
勝　２位
　　１４　金久保　幸夫　　　勝山　エミ						　／ダンススクール・エメラルド　　　　　　　決
勝　５位
　　１６　石川　浩之　　　　菅野　純代						　イシカワヒロユキダンススタジオ　　　　　　決



勝　１位
　　１７　勝俣　広　　　　　札　京子								　札	京子ダンススクール　　　　　　　　　　決
勝　３位
　　１８　佐久間　重行　　　渋谷　春美						　市原ダンススクール／海老原ダンススクール　決
勝　４位

------------------------------------------------------------------------------
P_Ｂ級ボールルーム競技会　出場：12組　種目：ＷＴＦＱ
------------------------------------------------------------------------------

【１次予選】

　　　	1				2				5				6				8				9				11			
背番号	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	得点	順位	判定
　　６	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			28　		1	CALL
　１７	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			28　		1	CALL
　１９	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			28　		1	CALL
　２０	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			28　		1	CALL
　２１	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			28　		1	CALL
　２２	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			28　		1	CALL
　２３	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			28　		1	CALL
　２４	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			28　		1	CALL
　２５	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			28　		1	CALL
　２６	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			28　		1	CALL
　２７	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			28　		1	CALL
　３４	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			28　		1	CALL

【準決勝】

　　　	1				2				5				6				8				9				11			
背番号	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	得点	順位	判定
　　６	WTFQ	.TFQ	W..Q	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTF.			24　		2	CALL
　１７	....	WT..	WTFQ	....	....	..F.	WTFQ			11　		7		−
　１９	WTFQ	WTFQ	WTF.	WT.Q	WTFQ	WTFQ	..FQ			24　		2	CALL
　２０	WTFQ	WTFQ	.TFQ	WTFQ	WTFQ	WT.Q	...Q			23　		5	CALL
　２１	....	....	....	....	....	....	....				0　	12		−
　２２	....	....	....	.TFQ	....	....	....				3　		9		−
　２３	....	....	....	W...	....	....	WT..				3　		9		−
　２４	WTFQ	....	....	....	....	..F.	....				5　		8		−
　２５	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			28　		1	CALL
　２６	....	WTFQ	WTFQ	.TF.	WTFQ	WTFQ	WTFQ			22　		6	CALL
　２７	....	....	W...	....	....	....	....				1　	11		−
　３４	WTFQ	W.FQ	.TFQ	W.FQ	WTFQ	WT.Q	WTFQ			24　		2	CALL

【決　勝】

　　　	1				2				5				6				8				9				11			
背番号	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ		Ｗ		Ｔ		Ｆ		Ｑ	総合
　　６	1111	4555	3645	2323	6666	3542	3434		3.0	6.0	4.0	6.0	６
　１９	3343	5462	2233	5466	1111	2465	2222		2.0	2.0	5.0	2.0	２
　２０	2422	2326	6366	6655	2222	6623	6543		6.0	4.5	2.0	3.0	３
　２５	5555	1111	1111	1111	5455	1234	1111		1.0	1.0	1.0	1.0	１
　２６	6666	3233	5554	3232	4544	4151	4365		4.0	3.0	6.0	4.0	４
　３４	4234	6644	4422	4544	3333	5316	5656		5.0	4.5	3.0	5.0	５

【最終結果】

　背番号　リーダー　								パートナー　						所属　　　　　　　　　　　　　成績
　　　６　松下　吉志						　早瀬　かおり				　アマノダンスアカデミー／　　　　　決勝　６位
　　１７　勝俣　広								　札　京子								　札	京子ダンススクール			　　　　準決
　　１９　大内　孝則						　松岡　礼								　松竹ダンスプラザ								　　　	決勝　２位
　　２０　杉村　浩也						　山梨　智美						　																								　		決勝　３位
　　２１　�田　信行						　南　敏子								　タカダダンススクール				　　　　準決
　　２２　安井　建								　中川　洋子						　ダンススタジオ　ブルーム　　　　	準決



　　２３　藤井　洋介						　日向　玲奈						　Arthur	Murray	South	Toky　　	準決
　　２４　加藤　眞一						　秋谷　くみ						　ダンス大塚会館／松竹ダンスプラザ　準決
　　２５　歩浜　敏夫						　松浦　のぞみ				　																								　　　決勝　１位
　　２６　八重樫　寛由				　中村　恵理子				　スタジオＭ＆Ｅ										　　　　	決勝　４位
　　２７　芝崎　剣一						　石黒　織恵						　DANCE	PATIO	T&T									　　	準決
　　３４　長島　玄起						　鈴木　英香						　タカマツダンススクール		　　　　　決勝　５位

------------------------------------------------------------------------------
P_Ｃ級ボールルーム競技会　出場：9組　種目：ＷＴＦ
------------------------------------------------------------------------------

【準決勝】

　　　	3			4			7			10		14		
背番号	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF	得点	順位	判定
　１２	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　１８	WTF	WTF	.T.	W..	.T.				9　		7		−
　２７	W..	.T.	WTF	WTF	W..				9　		7		−
　２８	W..	W..	WTF	WTF	WTF			11　		4	CALL
　２９	WTF	WTF	..F	WTF	.TF			12　		2	CALL
　３０	.TF	.TF	WTF	...	WTF			10　		6	CALL
　３１	WTF	W.F	W..	WT.	WTF			11　		4	CALL
　３２	.TF	WTF	WTF	.TF	W.F			12　		2	CALL
　３３	...	...	...	..F	...				1　		9		−

【決　勝】

　　　	3			4			7			10		14		
背番号	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF		Ｗ		Ｔ		Ｆ	総合
　１２	111	111	111	111	111		1.0	1.0	1.0	１
　２８	666	665	222	222	222		2.0	2.0	2.0	２
　２９	222	323	555	545	353		3.0	4.0	3.0	３
　３０	543	444	333	333	544		5.0	3.0	4.0	４
　３１	434	556	666	456	466		6.0	6.0	6.0	６
　３２	355	232	444	664	635		4.0	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
　　１２　手塚　順一						　内田　晶子						　ケヅカテツオダンスアカデ　決勝　１位
　　１８　佐久間　重行				　渋谷　春美						　市原ダンススクール／海老　準決
　　２７　芝崎　剣一						　石黒　織恵						　DANCE	PATIO	T&T									　準決
　　２８　武田　葵								　坪井　みみ						　サード・ダンススクール／　決勝　２位
　　２９　河合　雄大						　磯江　麻衣						　フジワラダンスアカデミー　決勝　３位
　　３０　伊藤　毅								　伊藤　ハルミ				　T-Dance	Square／ダンスス　決勝　４位
　　３１　川口　剛								　小林　春香						　																								　決勝　６位
　　３２　平野　将貴						　久間木　夏奈				　ヒラノ・ダンス・スタジオ　決勝　５位
　　３３　尾山　光良						　尾山　ふじ江				　ソシアルダンススクール　　準決

****************************************************************************

P_プロ　全関東ラテンアメリカン選手権

****************************************************************************

*******	【	予　選	】	*******

	No.							1				2				5				6				8				9			11		　　合計		判定
	背番号				CSRP	CSRP	CSRP	CSRP	CSRP	CSRP	CSRP	　　

			1	　　　***		****	****	**	*	****	****	*					　23		10	P
			2	　　　****	****	****	****	****	****		***		　27			4	P
			3						*							*			*		****	*									****		　12		14	
			4						****		***	****	*	**	***		****	****		　25			7	P



			5									*							*	*		**					*	*		*	*		*		　10		15	
			6						****	****	****		***	****	****	****		　27			4	P
			7																					*														*						　2		16	
			8						****			*		*					*			**	*	***							　	13		12	P
			9							***	****	****	*	**		***		***	****	　	24			9	P
		10						****	****	****	*	*		****	****	****	　	26			6	P
		11						****	****	****	****	****	****	****	　	28			1	P
		12						****	****			**	**	*	****	****	****		　25			7	P
		13											*																*													　	2		16	
		14						*				**			**			****	*	*								**		　	13		12	P
		15						****	****	****	****	****	****	****	　	28			1	P
		16						****	****	****	****	****	****	****	　	28			1	P
		17							***	****	****		***		*	*	****		***	　	23		10	P

					仕切点数	=	13

*******	【	準決勝	】	*******

	No.							1					2					5					6					8					9				11		　　	合計		判定
	背番号				CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	　　

			1							　　　****		****								*													***	　	12			6	P
			2	　　　*****	*****	*	*	*	*****	*****	*****	**	*		　	31			3	P
			4						*****														*		*					*							***	*	　	12			6	P
			6	　　　*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	　	35			1	P
			8																								*	*																						　	2		11	
			9																			　*	**				*			***		****									11			9	
		10																																																				0		13	
		11	　　　*****	*****	*****	*****	*****	***	*	**		*		　32			2	P
		12								　　　*						***																*										　5		10	
		14	　　　																				*																							　1		12	
		15	　　　*****	*****	*****		*				*****	*****	*****		　31			3	P
		16　　　	*****			*	*	**				*****	***			**	**	*****				26			5	P
		17												*		**							*		**				**			*	*			**					12			6	P

					仕切点数	=	12

*******	【	決　　勝	】	*******

		種　目						Cha	cha	
背番号　　　No.		1		2		5		6		8		9	11		　順位	
			1	　　　　　		5		6		5		8		7		5		5		　5.0
			2　　　　　	　2		3		4		2		4		3		6		　3.0
			4　　　　　　	4		8		7		6		6		7		4		　7.0
			6									　1		1		1		1		1		1		1		　1.0
		11									　6		4		2		5		3		4		7		　4.0
		15											3		2		3		7		2		2		2	　	2.0
		16											7		7		6		3		5		6		3		　6.0
		17											8		5		8		4		8		8		8		　8.0

		種　目							Samba	
背番号　　No.		1		2		5		6		8		9	11		　順位			
			1										8		5		4		8		5		6		7		6.0
			2										3		3		5		2		4		2		4		3.0
			4　　　　　　5		7		8		5		8		8		5		8.0
			6	　　　　		1		1		1		1		1		1		1		1.0
		11	　　　　		4		4		3		4		3		4		6		4.0
		15	　　　　　2		2		2		7		2		3		2		2.0
		16										6		8		7		3		7		7		3		7.0
		17		　　　　	7		6		6		6		6		5		8		5.0

		種　目							Rumba			



			1	　　　　8		5		5		8		6		6		6		7.0
			2	　　　　3		3		4		2		4		2		4		3.0
			4	　　　　4		8		8		3		7		5		5		5.0
			6	　　　　1		1		1		1		1		1		1		1.0
		11	　　　　5		4		3		5		3		4		7		4.0
		15	　　　　2		2		2		6		2		3		2		2.0
		16	　　　　6		7		6		4		5		8		3		6.0
		17	　　　　7		6		7		7		8		7		8		8.0

		種　目					Paso	doble
背番号　No.		1		2		5		6		8		9	11		順位	
			1	　　　　8		6		4		8		5		4		7		6.0
			2	　　　　3		4		3		2		4		3		4		3.0
			4	　　　　6		7		8		5		8		8		6		8.0
			6	　　　　1		1		1		1		1		1		1		1.0
		11	　　　　7		3		5		4		3		5		5		4.0
		15	　　　　2		2		2		7		2		2		2		2.0
		16	　　　　5		8		6		3		6		7		3		5.0
		17　　　　	4		5		7		6		7		6		8		7.0

		種　目								Jive
背番号No.		1		2		5		6		8		9	11		　順位				
			1							5		5		6		8		5		7		4		5.0
			2							3		3		2		2		4		4		6		3.0
			4							8		7		8		5		8		8		7		8.0
			6							1		1		1		1		1		1		1		1.0
		11							4		4		4		3		3		2		5		4.0
		15							2		2		3		6		2		3		2		2.0
		16							7		8		5		4		7		6		3		6.0
		17							6		6		7		7		6		5		8		7.0

総合成績表

	No.					Ｃ		Ｓ		Ｒ		Ｐ		Ｊ		　合計		安齋	美紀総合
			1	　　5.0	6.0	7.0	6.0	5.0	29.0		5.0
			2	　　3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	15.0		3.0
			7　	　7.0	8.0	5.0	8.0	8.0	36.0		8.0
			6	　　1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		5.0		1.0	
		11	　　4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0		4.0
		15	　　2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	10.0		2.0
		16	　　6.0	7.0	6.0	5.0	6.0	30.0		6.0
		17　　	8.0	5.0	8.0	7.0	7.0	35.0		7.0

審査員名

*******	【	最終結果	】	******

背番号	　　	　選　手　氏　名　　　			　　　　成　績

　　１	Ｆｌａｖｉｏ		　　　安齋	美紀								第５位		
　　２	田中　航介								成澤　夏帆						　第３位		
　　３	武田　葵										坪井　みみ							１予選																									
　　４	平野　将貴								久間木　夏奈						第８位		
　　５	木下　聡明								山内　砂穂							１予選																									
　　６	歩浜　敏夫								松浦　のぞみ						第１位		
　　７	杵渕　浩										田中　恵梨香					１予選																									
　　８	鈴木　康友								鈴木　海美								準決勝																									
　　９	遠藤　健一郎						伊藤　なお								準決勝																									
　１０	手塚　順一								内田　晶子						　準決勝																									
　１１	溝上　正幸								杉谷　美樹								第４位
　１２	藤井　洋介								日向　玲奈								準決勝																									
　１３	石川　典哉								石川　奈津子						１予選																									
　１４	加藤　眞一								秋谷　くみ								準決勝																									
　１５	加藤　義人								小林　維斗								第２位	



　１６	石川　浩之								菅野　純代								第６位		
　１７	八重樫　寛由						中村　恵理子							第７位

****************************************************************************

P_シニアスターラテン競技会	CSRP	プロ　ラテンアメリカン

****************************************************************************

*******	【	準決勝	】	*******

	No.				1				2				5				6				8				9			11		　合計		判定
背番号		CSRP	CSRP	CSRP	CSRP	CSRP	CSRP	CSRP	　　

		18			****	****	****	****	****	****	****		28			1	P
		19			****	****	****	****	****	****	****		28			1	P

					仕切点数	=	28

*******	【	決　　勝	】	*******

		種　目						Cha	cha	
背番号　No.	1		2		5		6		8		9	11		順位	
		18							1		1		1		1		1		1		1		1.0
		19							2		2		2		2		2		2		2		2.0

		種　目							Samba	
背番号　No.	1		2		5		6		8		9	11		順位		
		18	　　　1		1		1		1		1		1		1		1.0
		19	　　　2		2		2		2		2		2		2		2.0

		種　目							Rumba
背番号　No.　1		2		5		6		8		9	11		順位			
		18	　　　　1		1		1		1		1		1		1		1.0
		19	　　　　2		2		2		2		2		2		2		2.0

		種　目					Paso	doble
背番号　No.	1		2		5		6		8		9	11		順位
		18	　　　1		1		1		1		1		2		1		1.0
		19	　　　2		2		2		2		2		1		2		2.0

総合成績表

	背番号				Ｃ		Ｓ		Ｒ		Ｐ		　　合計	総合
		18	　　　1.0	1.0	1.0	1.0		4.0		1.0
		19	　　　2.0	2.0	2.0	2.0		8.0		2.0

*******	【	最終結果	】	******

背番号	登録番号	級	選　手　氏　名　　パ−トナ−名　　　	成　績		Ｃ			Ｓ			Ｒ			Ｐ						

　１８	安井　建										中川　洋子								第１位		1.0		1.0		1.0		1.0					
　１９	杉山　勇										杉山　美樹								第２位		2.0		2.0		2.0		2.0	

				
------------------------------------------------------------------------------
P_Ｂ級ラテン競技会　出場：4組　種目：ＣＳＲＰ
------------------------------------------------------------------------------

【準決勝】



　　　	1				4				6				7				9				12			13			
背番号	CSRP	CSRP	CSRP	CSRP	CSRP	CSRP	CSRP	得点	順位	判定
　　７	CSRP	CSRP	CSRP	CSRP	CSRP	CSRP	CSRP			28　		1	CALL
　１３	CSRP	CSRP	CSRP	CSRP	CSRP	CSRP	CSRP			28　		1	CALL
　２０	CSRP	CSRP	CSRP	CSRP	CSRP	CSRP	CSRP			28　		1	CALL
　２１	CSRP	CSRP	CSRP	CSRP	CSRP	CSRP	CSRP			28　		1	CALL

【決　勝】

　　　	1				4				6				7				9				12			13			
背番号	CSRP	CSRP	CSRP	CSRP	CSRP	CSRP	CSRP		Ｃ		Ｓ		Ｒ		Ｐ	総合
　　７	2334	3333	3333	3333	3434	3333	2323		3.0	3.0	3.0	3.0	３
　１３	3222	2222	2222	1112	2123	1212	1111		2.0	2.0	2.0	2.0	２
　２０	4443	4444	4444	4444	4342	4444	4444		4.0	4.0	4.0	4.0	４
　２１	1111	1111	1111	2221	1211	2121	3232		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
　　　７　杵渕　浩								　田中　恵梨香				　ダンス学園ウィーン						　決勝　３位
　　１３　石川　典哉						　石川　奈津子				　ダンススクール	ステップ	　決勝　２位
　　２０　金久保　幸夫				　勝山　エミ						　／ダンススクール・エメラ　決勝　４位
　　２１　毬山　貴人						　長島　真実						　ヒコサカダンススタジオ		　決勝　１位

------------------------------------------------------------------------------
P_Ｃ級ラテン競技会　出場：3組　種目：ＣＳＲ
------------------------------------------------------------------------------

【準決勝】

　　　	2			5			8			10		11		
背番号	CSR	CSR	CSR	CSR	CSR	得点	順位	判定
　　７	CSR	CSR	CSR	CSR	CSR			15　		1	CALL
　１０	CSR	CSR	CSR	CSR	CSR			15　		1	CALL
　２２	CSR	CSR	CSR	CSR	CSR			15　		1	CALL

【決　勝】

　　　	2			5			8			10		11		
背番号	CSR	CSR	CSR	CSR	CSR		Ｃ		Ｓ		Ｒ	総合
　　７	333	333	332	333	333		3.0	3.0	3.0	３
　１０	111	111	111	111	111		1.0	1.0	1.0	１
　２２	222	222	223	222	222		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
　　　７　杵渕　浩								　田中　恵梨香				　ダンス学園ウィーン						　決勝　３位
　　１０　手塚　順一						　内田　晶子						　ケヅカテツオダンスアカデ　決勝　１位
　　２２　伊藤　毅								　伊藤　ハルミ				　T-Dance	Square／ダンスス　決勝　２位

****************************************************************************

A_全関東ボールルームダンス選手権　WTVFQ	アマ　ボールルーム

*****************************************************************************

*******	【	予　選	】	*******

	No.																					1				2				5				6				8				9			11		合計		判定
					選　手　名								WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	　　順位

			1	****	****	****	****	****	****	****		28			1	P



			2	****	****	****	****	****	****	****		28			1	P
			3	****	****	****	****	****	****	****		28			1	P
			4	****	****	****	****	****	****	****		28			1	P
			5	****	****	****	****	****	****	****		28			1	P
			6	****	****	****	****	****	****	****		28			1	P
			7	****	****	****	****	****	****	****		28			1	P
			8	****	****	****	****	****	****	****		28			1	P
			9	****	****	****	****	****	****	****		28			1	P
		10	****	****	****	****	****	****	****		28			1	P
		11	****	****	****	****	****	****	****		28			1	P
		12	****	****	****	****	****	****	****		28			1	P

					仕切点数	=	28

*******	【	準決勝	】	*******

	No.									　1					2					5					6					8					9				11		　　合計		判定
背番号								WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	　

			1							　*****	*		*		*****	*****	*****	*	***								26			6	P
			2																																																					0		11	
			3	　　　　	*****	*****	*****	*****	*****	*****	****			34			1	P
			4									*													*																													2			9	
			5									*****	*	***	*****	*****							****		****			27			4	P
			6																																													0		11	
			7									*****		*				*****	*****	****		*****	*	***		29			3	P
			8										****	**	**	**		*							*****					*		*		*		19			7	
			9																	*									*****			***							**		*		12			8	
		10									*****	*****	*****	*****	**		*	*****	*****		33			2	P
		11																							*																													1		10	
		12									*****	*****		*	**							*****	*****		****		27			4	P

					仕切点数	=	26

*******	【	決　　勝	】	*******

	No.	選　手　氏　名					1		2		5		6		8		9	11		順位

		種　目							Waltz			
			1	河内　亮磨									6		4		6		1		1		1		3		3.0
			3	�橋　卓馬									3		1		2		3		3		2		1		2.0
			5	山内　祥太									4		5		5		5		6		3		4		5.0
			7	田中　駿介									1		6		1		2		2		5		2		1.0
		10	前田　康人									5		2		3		4		4		4		5		4.0
		12	高橋　慧											2		3		4		6		5		6		6		6.0

		種　目							Tango			
			1	河内　亮磨									6		2		5		1		1		1		3		2.0
			3	�橋　卓馬									2		1		2		2		3		3		1		1.0
			5	山内　祥太									5		6		3		5		6		6		6		6.0
			7	田中　駿介									1		5		1		3		2		4		4		3.0
		10	前田　康人									4		4		4		4		5		5		5		5.0
		12	高橋　慧											3		3		6		6		4		2		2		4.0

		種　目						V.waltz		
			1	河内　亮磨									6		2		5		1		1		2		2		1.0
			3	�橋　卓馬									2		3		6		4		4		6		4		4.0
			5	山内　祥太									4		6		3		5		6		5		5		6.0
			7	田中　駿介									1		5		1		2		2		4		6		3.0
		10	前田　康人									3		1		2		3		3		1		1		2.0
		12	高橋　慧											5		4		4		6		5		3		3		5.0



		種　目						Fox	trot	
			1	河内　亮磨									6		3		5		1		1		1		6		4.0
			3	�橋　卓馬									2		1		3		4		5		3		3		3.0
			5	山内　祥太									4		5		4		5		3		6		4		6.0
			7	田中　駿介									1		6		1		2		2		5		5		1.0
		10	前田　康人									3		2		2		3		6		2		1		2.0
		12	高橋　慧											5		4		6		6		4		4		2		5.0

		種　目					Quick	step
			1	河内　亮磨									6		1		3		1		1		1		3		1.0
			3	�橋　卓馬									4		3		5		3		4		5		4		4.0
			5	山内　祥太									2		6		6		5		6		6		6		6.0
			7	田中　駿介									1		5		1		2		2		2		5		2.0
		10	前田　康人									3		2		2		4		3		4		1		3.0
		12	高橋　慧											5		4		4		6		5		3		2		5.0

総合成績表

	No.	選　手　氏　名				Ｗ		Ｔ		Ｖ		Ｆ		Ｑ		合計	総合
			1	3.0	2.0	1.0	4.0	1.0	11.0		2.0
			3	高橋　卓馬								2.0	1.0	4.0	3.0	4.0	14.0		3.0
			5	山内　祥太								5.0	6.0	6.0	6.0	6.0	29.0		6.0
			7	田中　駿介								1.0	3.0	3.0	1.0	2.0	10.0		1.0
		10	前田　康人								4.0	5.0	2.0	2.0	3.0	16.0		4.0
		12	高橋　慧										6.0	4.0	5.0	5.0	5.0	25.0		5.0
	

*******	【	最終結果	】	******

背番号											選　手　氏　名　　　　　成　績			

　　１	河内　亮磨					松下　梨花子　　　第２位		
　　２	安澤　武彦					堀　慶子　　　　　準決勝																									
　　３	高橋　卓馬					中谷　有沙　　　　第３位		
　　４	佐野　守　　　　宮崎　洋子　　　　準決勝																									
　　５	山内　祥太　　　伊藤　さき　　　　第６位		
　　６	溜渕　修　　　　小島　優子　　　　準決勝																									
　　７	田中　駿介					勢多　智佳　　　　第１位		
　　８	武藤　雅季					飯田　若菜　　　　準決勝																									
　　９	西　幸作　　　　田上　ユミ　　　　準決勝																									
　１０	前田　康人					前田　舞　　　　　第４位	
　１１	稲垣　知宏　　　稲垣　尚美　　　　準決勝																									
　１２	高橋　慧　　　　松岡　祐里　　　　第５位	
　１３	明賀　伊織　　　岡田　くるみ　　　欠　場

																									

------------------------------------------------------------------------------
A_シニア７０ボールルーム競技会　出場：11組　種目：ＷＴＦ
------------------------------------------------------------------------------

【準決勝】

　　　	3			5			8			10		13		
背番号	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF	得点	順位	判定
　１４	WTF	.TF	WTF	WTF	WTF			14　		2	CALL
　１５	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　１６	.T.	W.F	...	...	WT.				5　		7		−
　１７	...	...	...	...	...				0　	11		−
　１８	WTF	WTF	WTF	...	..F			10　		6	CALL
　２０	...	...	...	WTF	...				3　		9		−
　２１	W..	WTF	WTF	.TF	WTF			12　		4	CALL



　２２	..F	...	..F	W..	.TF				5　		7		−
　２３	WTF	WT.	WTF	WTF	WTF			14　		2	CALL
　２４	..F	...	...	...	...				1　	10		−
　７３	WT.	WTF	WT.	WTF	W..			11　		5	CALL

【決　勝】

　　　	3			5			8			10		13		
背番号	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF		Ｗ		Ｔ		Ｆ	総合
　１４	132	655	454	252	313		2.0	5.0	3.0	３
　１５	443	111	322	321	444		3.0	2.0	2.0	２
　１８	325	333	243	444	555		4.0	4.0	4.5	４
　２１	554	444	535	135	232		5.0	3.0	4.5	５
　２３	211	222	111	513	121		1.0	1.0	1.0	１
　７３	666	566	666	666	666		6.0	6.0	6.0	６

【最終結果】

　背番号　リーダー　								パートナー　					　成績
　　１４　亀田　忞　　　　　　亀田　はつ美　　　決勝　３位
　　１５　新田見　幸治郎　　　森　貞子　　　　　決勝　２位
　　１６　倉持　強　　　　　　国府田　陽子　　　準決
　　１７　倉持　和司　　　　　大橋　憲子　　　　準決
　　１８　�橋　慶二　　　　　波多野　ゆき枝　　決勝　４位
　　２０　藤江　貞治　　　　　藤江　加代子　　　準決
　　２１　長倉　正造　　　　　沖　英子　　　　　決勝　５位
　　２２　鈴木　正一　　　　　岩谷　和子　　　　準決
　　２３　伊達　広一　　　　　日比谷　光子　　　決勝　１位
　　２４　小島　政廣　　　　　臼井　登美江　　　準決
　　７３　萩原　俊二　　　　　萩原　陽子　　　　決勝　６位

------------------------------------------------------------------------------
A_シニア６０ボールルーム競技会　出場：11組　種目：ＷＴＦ
------------------------------------------------------------------------------

【１次予選】

　　　	3			5			8			10		13		
背番号	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF	得点	順位	判定
　１７	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　２１	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　２４	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　２７	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　２８	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　２９	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　３０	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　３１	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　３２	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　３３	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　３４	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL

【準決勝】

　　　	3			5			8			10		13		
背番号	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF	得点	順位	判定
　１７	...	...	...	...	...				0　	11		−
　２１	...	WTF	.TF	WTF	.T.				9　		5	CALL
　２４	...	...	.T.	...	...				1　	10		−
　２７	WT.	...	W..	WTF	..F				7　		8		−
　２８	WTF	WTF	.TF	...	WTF			11　		3	CALL
　２９	W..	...	WT.	WTF	WTF				9　		5	CALL
　３０	.TF	...	W..	W..	WTF				7　		8		−
　３１	WTF	WTF	W.F	WTF	...			11　		3	CALL
　３２	WTF	WTF	WTF	...	WTF			12　		2	CALL



　３３	..F	WTF	..F	WTF	W..				9　		5	CALL
　３４	WTF	WTF	WTF	.TF	WTF			14　		1	CALL

【決　勝】

　　　	3			5			8			10		13		
背番号	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF		Ｗ		Ｔ		Ｆ	総合
　２１	666	555	666	264	432		5.0	6.0	7.0	６
　２８	457	143	557	121	243		2.0	4.0	3.0	４
　２９	774	777	445	443	665		7.0	7.0	6.0	７
　３１	331	432	333	715	777		4.0	3.0	2.0	３
　３２	212	314	222	537	526		3.0	1.0	4.0	２
　３３	545	666	774	352	354		6.0	5.0	5.0	５
　３４	123	221	111	676	111		1.0	2.0	1.0	１

【最終結果】

　背番号　リーダー　								パートナー　						所属　　　　　　　　　　　成績
　　１７　倉持　和司						　大橋　憲子						　神奈川県																　準決
　　２１　長倉　正造						　沖　英子								　埼玉県																		　決勝　６位
　　２４　小島　政廣						　臼井　登美江				　神奈川県																　準決
　　２７　川島　秀明						　川島　美紀						　千葉県																		　準決
　　２８　漆原　義明						　漆原　弘子						　埼玉県																		　決勝　４位
　　２９　岡野谷　泉						　岡野谷　洋子				　東京都																		　決勝　７位
　　３０　工藤　哲夫						　染谷　美利恵				　東京都																		　準決
　　３１　村松　洋								　村松　晶子						　埼玉県																		　決勝　３位
　　３２　前田　信春						　松本　弓子						　東京都																		　決勝　２位
　　３３　大久保　奮彌				　大久保　典子				　千葉県																		　決勝　５位
　　３４　田玉　仁								　田玉　公子						　東京都																		　決勝　１位

------------------------------------------------------------------------------
A_Ｂ級ボールルーム競技会　出場：17組　種目：ＷＴＦＱ
------------------------------------------------------------------------------

【１次予選】

　　　	1				4				6				7				9				12			13			
背番号	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	得点	順位	判定
　　６	.TFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			27　	17	CALL
　１９	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			28　		1	CALL
　３５	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			28　		1	CALL
　３６	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			28　		1	CALL
　３７	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			28　		1	CALL
　３８	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			28　		1	CALL
　３９	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			28　		1	CALL
　４０	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			28　		1	CALL
　４１	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			28　		1	CALL
　４２	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			28　		1	CALL
　４３	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			28　		1	CALL
　４４	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			28　		1	CALL
　４５	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			28　		1	CALL
　４６	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			28　		1	CALL
　４７	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			28　		1	CALL
　４８	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			28　		1	CALL
　４９	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			28　		1	CALL

【２次予選】

　　　	1				4				6				7				9				12			13			
背番号	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	得点	順位	判定
　　６	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			28　		1	CALL
　１９	....	....	....	....	W...	.T..	....				2　	17		−
　３５	WT.Q	WTFQ	WTFQ	WTFQ	.TFQ	.TFQ	WTFQ			25　		7	CALL
　３６	..FQ	.T..	WTFQ	.T.Q	WTFQ	W.FQ	WTFQ			20　	11	CALL



　３７	WTFQ	....	WTFQ	WTFQ	.TFQ	WT.Q	WTFQ			22　		8	CALL
　３８	WTFQ	..FQ	....	W.F.	W...	W.F.	....			11　	14		−
　３９	..F.	..FQ	....	.TF.	WTF.	W..Q	WTFQ			14　	13		−
　４０	WT.Q	WTFQ	WTFQ	W..Q	WT.Q	.TF.	W...			19　	12	CALL
　４１	....	WT..	...Q	WTFQ	....	....	...Q				8　	15		−
　４２	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			28　		1	CALL
　４３	WTFQ	WTFQ	WTF.	.TFQ	..FQ	WTFQ	.TF.			22　		8	CALL
　４４	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			28　		1	CALL
　４５	WTF.	WTFQ	WTFQ	W...	WTF.	W.FQ	WTFQ			22　		8	CALL
　４６	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			28　		1	CALL
　４７	....	W...	....	....	...Q	.T..	...Q				4　	16		−
　４８	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			28　		1	CALL
　４９	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTF.			27　		6	CALL

【準決勝】

　　　	1				4				6				7				9				12			13			
背番号	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	得点	順位	判定
　　６	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			28　		1	CALL
　３５	W...	....	.T..	....	.T..	WT..	W...				6　		7		−
　３６	..F.	....	..F.	....	....	..FQ	....				4　		9		−
　３７	....	....	.T..	WTFQ	W.F.	....	...Q				8　		6	CALL
　４０	.T.Q	....	W..Q	....	...Q	....	....				5　		8		−
　４２	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			28　		1	CALL
　４３	....	W...	..F.	....	....	.T..	....				3　	11		−
　４４	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			28　		1	CALL
　４５	....	.T..	....	....	....	....	.TFQ				4　		9		−
　４６	WTFQ	WTFQ	W..Q	WTFQ	WTFQ	W.FQ	WTF.			24　		5	CALL
　４８	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			28　		1	CALL
　４９	....	..FQ	....	....	....	....	....				2　	12		−

【決　勝】

　　　	1				4				6				7				9				12			13			
背番号	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ		Ｗ		Ｔ		Ｆ		Ｑ	総合
　　６	2222	3333	3333	4444	2333	3543	3344		3.0	3.0	3.0	3.0	３
　３７	6666	6666	6666	5555	6666	6666	6556		6.0	6.0	6.0	6.0	６
　４２	3333	5445	4444	3333	4454	4324	4433		4.0	4.0	4.0	4.0	４
　４４	5554	2221	1121	2221	1111	1111	1112		1.0	1.0	2.0	1.0	１
　４６	4445	4554	5555	6666	5545	5455	5665		5.0	5.0	5.0	5.0	５
　４８	1111	1112	2212	1112	3222	2232	2221		2.0	2.0	1.0	2.0	２

【最終結果】

　背番号　リーダー　								パートナー　						所属　　　　　　　　　　　成績
　　　６　溜渕　修								　小島　優子						　千葉県																		　決勝　３位
　　１９　石田　真一						　鶴　捷子								　東京都																		　２次
　　３５　菊池　正								　平野　尚子						　埼玉県																		　準決
　　３６　北原　啓一						　北原　美佐惠				　埼玉県																		　準決
　　３７　大越　義光						　星野　茂美						　東京都																		　決勝　６位
　　３８　今関　美光						　今関　まり子				　千葉県																		　２次
　　３９　伊藤　啓二						　伊藤　篤子						　神奈川県																　２次
　　４０　行木　徹								　行木　義子						　千葉県																		　準決
　　４１　石井　秀夫						　有賀　淑子						　東京都																		　２次
　　４２　西脇　誠								　椎名　雅子						　東京都																		　決勝　４位
　　４３　大沢　邦肇						　廣田　豊子						　神奈川県																　準決
　　４４　今井　颯真						　今藤　彩乃						　東京都																		　決勝　１位
　　４５　岡田　文雄						　横内　由紀江				　東京都																		　準決
　　４６　瀬戸　正文						　高橋　和子						　埼玉県																		　決勝　５位
　　４７　藤田　幹郎						　藤田　久子						　神奈川県																　２次
　　４８　清水　雅俊						　藤井　有紗						　埼玉県																		　決勝　２位
　　４９　川島　秀敏						　川島　恵子						　千葉県																		　準決

------------------------------------------------------------------------------



A_Ｂ級ｼﾆｱ70ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ競技会　出場：16組　種目：ＷＴＦ
------------------------------------------------------------------------------

【１次予選】

　　　	3			4			7			10		14		
背番号	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF	得点	順位	判定
　１９	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　３５	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　３９	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　４３	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　４７	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　５０	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　５２	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　５３	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

【準決勝】

　　　	3			4			7			10		14		
背番号	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF	得点	順位	判定
　１９	...	...	...	...	...				0　	14		−
　３５	W..	WTF	WTF	...	W..				8　		5	CALL
　３９	WTF	...	...	WTF	..F				7　		7		−
　４３	.TF	WTF	WTF	WT.	WTF			13　		1	CALL
　４７	...	...	...	...	.T.				1　	12		−
　５０	WTF	..F	...	..F	...				5　		9		−
　５２	.T.	.T.	WTF	WTF	WTF			11　		2	CALL
　５３	..F	...	...	.TF	...				3　	11		−
　５４	..F	...	WTF	W.F	WT.				8　		5	CALL
　５５	WTF	WTF	WTF	...	.TF			11　		2	CALL
　５６	...	W..	...	WTF	WTF				7　		7		−
　５７	...	...	...	...	...				0　	14		−
　５８	W..	...	...	...	...				1　	12		−
　５９	W..	WTF	WTF	WT.	W.F			11　		2	CALL
　６０	.T.	WTF	...	...	...				4　	10		−

【決　勝】

　　　	3			4			7			10		14		
背番号	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF		Ｗ		Ｔ		Ｆ	総合
　３５	441	121	666	662	666		6.0	6.0	2.0	５
　４３	223	343	554	413	222		3.0	2.0	3.0	２
　５２	655	434	322	221	343		4.0	3.0	4.0	３
　５４	334	666	245	155	555		2.0	5.0	5.0	４
　５５	112	212	111	344	111		1.0	1.0	1.0	１
　５９	566	555	433	536	434		5.0	4.0	6.0	６

【最終結果】

　背番号　リーダー　								パートナー　　　成績
　　１９　石田　真一　　　　鶴　捷子　　　　　準決
　　３５　菊池　正　　　　　平野　尚子　　　　決勝　５位
　　３９　伊藤　啓二　　　　伊藤　篤子　　　　準決
　　４３　大沢　邦肇　　　　廣田　豊子　　　　決勝　２位
　　４７　藤田　幹郎　　　　藤田　久子　　　　準決
　　５０　荻野　高重　　　　才本　ふじ子　　　準決
　　５２　山下　時数　　　　野元　道枝　　　　決勝　３位



　　５３　柏木　敏夫　　　　柏木　孝子　　　　準決
　　５４　川口　守　　　　　瓜生　房子　　　　決勝　４位
　　５５　斉藤　進市　　　　斉藤　静江　　　　決勝　１位
　　５６　丸山　昭夫　　　　鈴木　芳枝　　　　準決
　　５７　石井　克侑　　　　浦田　克枝　　　　準決
　　５８　亘　雄一　　　　　亘　絹代　　　　　準決
　　５９　齋藤　良夫　　　　守尾　佐智子　　　決勝　６位
　　６０　大村　隆　　　　　加藤　実智子　　　準決

*****************************************************************************

A_Ｂ級シニア６０ボールルーム競技会　WTF	アマ　ボールルーム

*****************************************************************************

*******	【	準決勝	】	*******

	No.																					3			4			7		10		14	合計		判定
背番号
								WTF	WTF	WTF	WTF	WTF	　　順位

		39	*						*		***	*	*			7			7	
		41	***	***	***	***		*			13			1	P
		50	***	***	***							*		10			5	P
		55	***	***	***					***		12			2	P
		56													***	***			6			8	
		58	*	*	***									*					6			8	
		59	**		***	***		**		*			11			4	P
		61	*							***	**		***			9			6	P
		62		**									*	*							4		10	
		63	*		***	*	*	***	***		12			2	P

					仕切点数	=		9

*******	【	決　　勝	】	*******

	No.	選　手　氏　名					3		4		7	10	14		順位

		種　目							Waltz			
		49	2		5		5		1		6		6.0
　　1		4		1		4		2		1.0
		59	4		3		3		5		4		4.0
		61	5		6		4		2		3		5.0
		63	6		1		2		6		1		2.0

		種　目							Tango			
		49	　　3		6		5		2		3		3.0
		50	　　2		2		6		4		6		5.0
		55	　　1		3		1		5		4		2.0
		59	　　5		5		4		6		1		6.0
		61	　　4		4		3		1		5		4.0
		63	　　6		1		2		3		2		1.0

		種　目						Fox	trot	
		49	　　3		6		5		1		5		6.0
		50	　　2		1		6		5		4		4.0
		55	　　1		5		1		4		2		1.0
		59	　　4		3		3		6		6		5.0
		61	　　5		4		4		2		3		3.0
		63	　　6		2		2		3		1		2.0

総合成績表
　　



背番号				Ｗ		Ｔ		Ｆ		　合計	総合
		49	　　6.0	3.0	6.0	15.0		6.0
		50	　　3.0	5.0	4.0	12.0		4.0
		55	　　1.0	2.0	1.0		4.0		1.0
		59	　　4.0	6.0	5.0	15.0		5.0
		61	　　5.0	4.0	3.0	12.0		3.0
		63	　　2.0	1.0	2.0		5.0		2.0

*******	【	最終結果	】	******

背番号	　　　　選　手　氏　名　　　　成　績												

　３９	伊藤　啓二　　　伊藤　篤子　　　準決勝																									
　４１	石井　秀夫					有賀　淑子　　　準決勝																									
　４９	川島　秀敏					川島　恵子　　　第６位										
　５０	荻野　髙重					才本　ふじ子　　第４位										
　５５	斉藤　進市					斉藤　静江　　　第１位									
　５６	丸山　昭夫					鈴木　芳枝　　　準決勝																									
　５８	亘　雄一　　　　亘　絹代　　　　準決勝																									
　５９	齋藤　良夫　　　守尾　佐智子　　第５位									
　６１	斉藤　忠雄　　　梶間　静江　　　第３位											
　６２	遠藤　正道　　　川口　二枝			　準決勝																									
　６３	大嶋　良明　　　大嶋　三惠子			第２位										

------------------------------------------------------------------------------
A_Ｃ級ボールルーム競技会　出場：12組　種目：ＷＴＦ
------------------------------------------------------------------------------

【１次予選】

　　　	2			5			8			10		11		
背番号	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF	得点	順位	判定
　　６	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　４４	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　５７	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　６４	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　６５	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　６６	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　６７	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　６８	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　６９	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　７０	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　７１	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　７２	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL

【準決勝】

　　　	2			5			8			10		11		
背番号	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF	得点	順位	判定
　　６	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　４４	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　５７	...	...	...	...	...				0　	11		−
　６４	WTF	WTF	...	...	WTF				9　		5	CALL
　６５	...	...	...	...	...				0　	11		−
　６６	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　６７	...	...	...	WTF	...				3　		8		−
　６８	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　６９	...	...	WT.	...	...				2　	10		−
　７０	...	...	WT.	...	W..				3　		8		−
　７１	...	.T.	..F	...	.TF				4　		7		−
　７２	WTF	W.F	..F	WTF	...				9　		5	CALL

【決　勝】



　　　	2			5			8			10		11		
背番号	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF		Ｗ		Ｔ		Ｆ	総合
　　６	222	244	322	222	223		2.0	2.0	2.0	２
　４４	111	111	111	111	111		1.0	1.0	1.0	１
　６４	644	522	535	544	544		5.0	4.0	4.0	４
　６６	455	455	253	335	655		4.0	5.0	5.0	５
　６８	333	333	444	453	332		3.0	3.0	3.0	３
　７２	566	666	666	666	466		6.0	6.0	6.0	６

【最終結果】

　背番号　リーダー　								パートナー　　　　成績
　　　６　溜渕　修　　　　　小島　優子						　決勝　２位
　　４４　今井　颯真　　　　今藤　彩乃						　決勝　１位
　　５７　石井　克侑　　　　浦田　克枝						　準決
　　６４　保坂　吉一　　　　丸山　真弓						　決勝　４位
　　６５　濱﨑　貢　　　　　海老原　正子　　　	準決
　　６６　飯島　幸夫　　　　横田　玉子						　決勝　５位
　　６７　福本　宗茂　　　　福本　幸代						　準決
　　６８　坂内　和久　　　　小川　美子						　決勝　３位
　　６９　佐々木　文也　　　高野　とき子　　　	準決
　　７０　武内　義雄　　　　吉田　ひさ子　　　	準決
　　７１　中野　吉徳　　　　仁科　恵子						　準決
　　７２　東　克美　　　　　野口　美代子　　　	決勝　６位

------------------------------------------------------------------------------
A_Ｄ級ボールルーム競技会　出場：2組　種目：ＷＴ
------------------------------------------------------------------------------

【準決勝】

　　　	2		5		8		10	11	
背番号	WT	WT	WT	WT	WT	得点	順位	判定
　６６	WT	WT	WT	WT	WT			10　		1	CALL
　６９	WT	WT	WT	WT	WT			10　		1	CALL

【決　勝】

　　　	2		5		8		10	11	
背番号	WT	WT	WT	WT	WT		Ｗ		Ｔ	総合
　６６	11	11	11	11	11		1.0	1.0	１
　６９	22	22	22	22	22		2.0	2.0	２

【最終結果】

　背番号　リーダー　								パートナー　						成績
　　６６　飯島　幸夫　　　　横田　玉子　　　　　決勝　１位
　　６９　佐々木　文也　　　高野　とき子				　	決勝　２位

------------------------------------------------------------------------------
A_Ｅ級ボールルーム競技会　出場：1組　種目：ＷＴ
------------------------------------------------------------------------------

【準決勝】

　　　	7		
背番号	WT	得点	順位	判定
　　７	WT				2　		1	CALL

【決　勝】

　　　	7		
背番号	WT		Ｗ		Ｔ	総合



　　７	11		1.0	1.0	１

【最終結果】

　背番号　リーダー　								パートナー　						成績
　　　７　田中　駿介						　勢多　智佳						決勝　１位

------------------------------------------------------------------------------
A_Ｎ級ボールルーム競技会　出場：1組　種目：ＷＴ
------------------------------------------------------------------------------

【準決勝】

　　　	7		
背番号	WT	得点	順位	判定
　　８	WT				2　		1	CALL

【決　勝】

　　　	7		
背番号	WT		Ｗ		Ｔ	総合
　　８	11		1.0	1.0	１

【最終結果】

　背番号　リーダー　								パートナー　						成績
　　　８　武藤　雅季						　飯田　若菜						　決勝　１位

------------------------------------------------------------------------------
A_全関東ラテンアメリカン選手権　出場：4組　種目：ＣＳＲＰＪ
------------------------------------------------------------------------------

【準決勝】

　　　	1					2					5					6					8					9					11				
背番号	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	得点	順位	判定
　　２	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ			35　		1	CALL
　　３	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ			35　		1	CALL
　　４	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ			35　		1	CALL
　　５	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ			35　		1	CALL

【決　勝】

　　　	1					2					5					6					8					9					11				
背番号	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ		Ｃ		Ｓ		Ｒ		Ｐ		Ｊ	総合
　　２	32344	32322	43343	44444	33244	22111	44444		4.0	3.0	3.0	4.0	4.0	４
　　３	44411	43443	24424	33333	44433	13444	23333		3.0	4.0	4.0	3.0	3.0	３
　　４	11132	11111	32232	12111	22322	44223	31121		2.0	2.0	1.0	2.0	1.0	２
　　５	23223	24234	11111	21222	11111	31332	12212		1.0	1.0	2.0	1.0	2.0	１

【最終結果】

　背番号　リーダー　								パートナー　						成績
　　　２　長倉　正造						　沖　英子　　　　　決勝　４位
　　　３　石井　秀夫						　有賀　淑子　　　　決勝　３位
　　　４　関口　裕之						　関口　美也子　　　決勝　２位
　　　５　齋藤　良夫						　守尾　佐智子　　　決勝　１位

------------------------------------------------------------------------------
A_Ｂ級ラテン競技会　出場：9組　種目：ＣＳＲＰ
------------------------------------------------------------------------------

【準決勝】



　　　	1				2				5				6				8				9				11			
背番号	CSRP	CSRP	CSRP	CSRP	CSRP	CSRP	CSRP	得点	順位	判定
　　７	CSRP	CSRP	CSRP	CSRP	...P	C...	....			18　		5	CALL
　　９	.S.P	..RP	...P	.S.P	C...	..R.	....				9　		9		−
　１０	C.R.	CSRP	CSRP	CSRP	.SR.	CSRP	CSRP			24　		3	CALL
　１１	CSRP	CS..	CSR.	C.R.	....	CS..	C.RP			16　		6	CALL
　１２	CSRP	CSRP	CSRP	CSRP	CSRP	CSRP	CSRP			28　		1	CALL
　１３	.S.P	..RP	CSR.	C...	CSRP	.SRP	CSRP			19　		4	CALL
　１４	....	....	....	.S.P	CSRP	CSRP	.S..			11　		8		−
　１５	C.R.	CS..	...P	..R.	CSRP	...P	CSRP			15　		7		−
　１６	CSRP	CSRP	CSRP	CSRP	CSRP	CSRP	CSRP			28　		1	CALL

【決　勝】

　　　	1				2				5				6				8				9				11			
背番号	CSRP	CSRP	CSRP	CSRP	CSRP	CSRP	CSRP		Ｃ		Ｓ		Ｒ		Ｐ	総合
　　７	6666	6333	4554	3433	3555	6456	6666		6.0	5.0	5.0	5.0	５
　１０	3333	4544	3343	4344	4333	5344	3333		3.0	3.0	3.0	3.0	３
　１１	5555	5666	6666	5666	6666	4665	5555		5.0	6.0	6.0	6.0	６
　１２	1212	1122	2222	1111	2222	2212	1122		1.0	2.0	2.0	2.0	２
　１３	4444	3455	5435	6555	5444	3533	4444		4.0	4.0	4.0	4.0	４
　１６	2121	2211	1111	2222	1111	1121	2211		2.0	1.0	1.0	1.0	１

【最終結果】

　背番号　リーダー　								パートナー　					成績
　　　７　伊藤　啓二　　　　伊藤　篤子　　　　決勝　５位
　　　９　行木　徹　　　　　行木　義子　　　　準決
　　１０　髙橋　慶二　　　　波多野　ゆき枝　　決勝　３位
　　１１　藤江　貞治　　　　藤江　加代子　　　決勝　６位
　　１２　清水　雅俊　　　　藤井　有紗　　　　決勝　２位
　　１３　小島　政廣　　　　臼井　登美江　　　決勝　４位
　　１４　川又　泰　　　　　川又　幸子　　　　準決
　　１５　岡田　文雄　　　　横内　由紀江　　　準決
　　１６　濱田　穣　　　　　濱田　のり子　　　決勝　１位

------------------------------------------------------------------------------
A_Ｃ級ラテン競技会　出場：6組　種目：ＣＳＲ
------------------------------------------------------------------------------

【準決勝】

　　　	3			4			7			10		14		
背番号	CSR	CSR	CSR	CSR	CSR	得点	順位	判定
　１８	CSR	CSR	CSR	CSR	CSR			15　		1	CALL
　１９	CSR	CSR	CSR	CSR	CSR			15　		1	CALL
　２０	CSR	CSR	CSR	CSR	CSR			15　		1	CALL
　２１	CSR	CSR	CSR	CSR	CSR			15　		1	CALL
　２２	CSR	CSR	CSR	CSR	CSR			15　		1	CALL
　２５	CSR	CSR	CSR	CSR	CSR			15　		1	CALL

【決　勝】

　　　	3			4			7			10		14		
背番号	CSR	CSR	CSR	CSR	CSR		Ｃ		Ｓ		Ｒ	総合
　１８	655	445	555	656	665		6.0	5.0	5.0	５
　１９	121	111	111	222	221		1.0	2.0	1.0	１
　２０	332	322	444	444	333		3.0	3.0	3.0	３
　２１	213	233	233	111	112		2.0	1.0	2.0	２
　２２	566	554	322	533	444		4.0	4.0	4.0	４
　２５	444	666	666	365	556		5.0	6.0	6.0	６

【最終結果】



　背番号　リーダー　								パートナー　						成績
　　１８　萩原　俊二　　　　萩原　陽子　　　　決勝　５位
　　１９　工藤　哲夫　　　　染谷　美利恵　　　決勝　１位
　　２０　大野　剛志　　　　井出　真理　　　　決勝　３位
　　２１　安澤　武彦　　　　堀　慶子　　　　　決勝　２位
　　２２　佐々木　文也　　　高野　とき子　　　決勝　４位
　　２５　松本　和男　　　　松本　れい子　　　決勝　６位

------------------------------------------------------------------------------
A_Ｄ級ラテン競技会　出場：2組　種目：ＣＲ
------------------------------------------------------------------------------

【準決勝】

　　　	3		4		7		10	14	
背番号	CR	CR	CR	CR	CR	得点	順位	判定
　２２	CR	CR	CR	CR	CR			10　		1	CALL
　２３	CR	CR	CR	CR	CR			10　		1	CALL

【決　勝】

　　　	3		4		7		10	14	
背番号	CR	CR	CR	CR	CR		Ｃ		Ｒ	総合
　２２	21	22	11	22	22		2.0	2.0	２
　２３	12	11	22	11	11		1.0	1.0	１

【最終結果】

　背番号　リーダー　								パートナー　						成績
　　２２　佐々木　文也　　　高野　とき子　　　決勝　２位
　　２３　飯島　幸夫　　　　横田　玉子　　　　決勝　１位

------------------------------------------------------------------------------
A_Ｎ級ラテン競技会　出場：1組　種目：ＣＲ
------------------------------------------------------------------------------

【準決勝】

　　　	2		
背番号	CR	得点	順位	判定
　２３	CR				2　		1	CALL

【決　勝】

　　　	2		
背番号	CR		Ｃ		Ｒ	総合
　２３	11		1.0	1.0	１

【最終結果】

　背番号　リーダー　								パートナー　					成績
　　２３　飯島　幸夫						　横田　玉子						決勝　１位


