
大　会　名：令和３年	前期東京ダンス選手権大会

競技会ｺｰﾄﾞ：052321

開催年月日：令和３年５月２３日

会　　　場：都立産業貿易センター台東館　６階

主　　　催：JCF東部総局

　　審査員　1	山本千恵子
　　　　　　2	藤岡明美
　　　　　　3	宮嶋秀行
　　　　　　4	中村英津子
　　　　　　5	安田亜矢子
　　　　　　6	石原正三
　　　　　　7	鈴木繁
　　　　　　8	榎田賀一
　　　　　　9	吉岡直子
　　　　　	10	鼓麻希
　　　　　	11	高橋久美
　　　　　	12	吉田亮一
　　　　　	13	相原和夫
　　　　　	14	高田伸子

******************************************************************************
　競技会当日、タブレットの不具合のため、途中からダンスマンに採点システムを
　変更したため、結果リストが見にくくなっているかもしれませんが、ご容赦くだ
　さい。採点結果を受信できない部分がありましたが、その部分は、没収扱いにさ
　せていただきました。今後改良に努めますので、ご容赦のほどよろしく
　お願い申し上げます。

																																																						当日採点管理長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　児玉光三
******************************************************************************　

------------------------------------------------------------------------------
P_前期東京ボールーム選手権　出場：21組　種目：ＷＴＶＦＱ
------------------------------------------------------------------------------

【１次予選】

　　　	1				3				6				7				8				10			11			
背番号	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	得点	順位	判定
　　１	WTFQ	WTFQ	WTFQ	W...	....	W..Q	....			15　	12	CALL
　　２	....	....	....	W...	.T..	....	....				2　	17		−
　　３	WTFQ	WTFQ	WTFQ	.TFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			27　		8	CALL
　　４	WTFQ	.T.Q	....	..FQ	W.FQ	.TF.	WTFQ			17　	11	CALL
　　５	.T.Q	W..Q	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			24　	10	CALL
　　６	W.F.	....	....	.T..	....	....	....				3　	16		−
　　７	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			28　		1	CALL
　　８	....	....	....	....	....	....	....				0　	19		−
　　９	WTFQ	W.FQ	WT.Q	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			26　		9	CALL
　１０	....	....	....	....	....	....	....				0　	19		−
　１１	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			28　		1	CALL
　１２	....	....	....	....	....	....	....				0　	19		−
　１３	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			28　		1	CALL
　１４	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			28　		1	CALL
　１５	....	....	....	....	WTFQ	WTFQ	...Q				9　	14		−
　１７	....	....	WTFQ	WTFQ	....	....	WT..			10　	13		−
　１８	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			28　		1	CALL
　１９	....	WTF.	..F.	....	....	....	..F.				5　	15		−



　２０	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			28　		1	CALL
　２１	....	.TF.	....	....	....	....	....				2　	17		−
　２２	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			28　		1	CALL

【準決勝】

　　　	1					3					6					7					8					10				11				
背番号	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	得点	順位	判定
　　１	.....	.....	.....	.T...	.....	.....	.....				1　	11		−
　　３	WT.FQ	WTVFQ	WTVFQ	W..FQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ			32　		2	CALL
　　４	.....	.....	.....	W.V..	.....	..V..	..V.Q				5　	10		−
　　５	.....	.....	.TVF.	.TVFQ	..V..	WT.FQ	WT.F.			15　		7		−
　　７	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ			35　		1	CALL
　　９	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....				0　	12		−
　１１	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	....Q	WTVFQ	WTV.Q	WT..Q			28　		4	CALL
　１３	..V..	WTVFQ	.....	.T.F.	.....	...FQ	..VFQ			13　		8		−
　１４	WT.FQ	.....	WTVFQ	W....	WT.FQ	.T.F.	...F.			17　		6	CALL
　１８	WTVFQ	WTVFQ	.....	WTVFQ	WTVFQ	W.V..	.TV..			24　		5	CALL
　２０	WTVFQ	WTVFQ	W...Q	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ			32　		2	CALL
　２２	..V..	.....	WTVFQ	..V..	.....	.....	W....				8　		9		−

【決　勝】

　　　	1					3					6					7					8					10				11				
背番号	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ		Ｗ		Ｔ		Ｖ		Ｆ		Ｑ	総合
　　３	55532	43443	52324	65454	22222	33333	46565		4.0	3.0	3.0	3.0	3.0	３
　　７	11111	11111	11133	21232	11111	11111	11211		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	１
　１１	33455	34334	25212	44545	44444	56645	65436		3.0	5.0	4.0	4.0	4.0	４
　１４	66666	66665	43451	56666	66666	45554	34352		6.0	6.0	6.0	6.0	5.0	６
　１８	44344	55556	66666	33313	55555	64466	53644		5.0	4.0	5.0	5.0	6.0	５
　２０	22223	22222	34545	12121	33333	22222	22123		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
　　　１　正藤　隆史						　正藤　智子						　正藤ダンススクール						　準決
　　　２　羽村　康弘						　中原　千景						　羽村ダンススクール						　１次
　　　３　山本　千博						　大吉　優華						　TDSサード・ダンススクー	　決勝　３位
　　　４　手塚　順一						　内田　晶子						　ケヅカテツオダンスアカデ　準決
　　　５　有原　良義						　前田　馨								　TDSサード・ダンススク			　準決
　　　６　加藤　義人						　小林　維斗						　dance	plece	FELICE						　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　毛塚　陽康						　毛塚　美穂						　門前仲町毛塚ダンスアート　１次
　　　９　本多　覚								　本多　美季						　DANCE	PATIO	T&T									　準決
　　１０　岩田　亮二						　加ǹ　万智						　ツチヤダンスガーデン				　１次
　　１１　三上　和久						　川又　千佳						　TDSサード・ダンススクー	　決勝　４位
　　１２　松下吉志								　早瀬　かおり				　国分寺ウチダダン								　１次
　　１３　保坂　直伸						　保坂　佳奈						　SOCIAL	DANCING	CLUB	TEAM　準決
　　１４　小野　大輔						　中村　佳菜						　TDSサード・ダンススクー	　決勝　６位
　　１５　宮藤　広								　宮藤　裕子						　モトヤワタダンスラウンジ　１次
　　１７　水口　直哉						　水口　理佳子				　ミズグチダンススクール		　１次
　　１８　木村　勇								　伊藤　瑞穂						　ケヅカテツオダンスアカデ　決勝　５位
　　１９　片山　雄暉						　片山　法子						　片山ダンススクール						　１次
　　２０　朝増　拓哉						　中川　千秋						　スズキイチロー・ダンスア　決勝　２位
　　２１　木下　聡明						　山内　砂穂						　木下ダンスワールド						　１次
　　２２　恩田　時央						　伊東　夕奈						　TDSサード・ダンススクー	　準決

------------------------------------------------------------------------------
P_シニアスターボールルーム競技会　出場：6組　種目：ＷＴＦＱ
------------------------------------------------------------------------------

【準決勝】

　　　	5				9				12			13			14			



背番号	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	得点	順位	判定
　　２	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			20　		1	CALL
　　９	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			20　		1	CALL
　１７	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			20　		1	CALL
　２３	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			20　		1	CALL
　２４	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			20　		1	CALL
　２６	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			20　		1	CALL

【決　勝】

　　　	5				9				12			13			14			
背番号	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ		Ｗ		Ｔ		Ｆ		Ｑ	総合
　　２	4422	2222	3333	5555	1222		3.0	3.5	2.0	2.0	２
　　９	1111	1111	1111	2221	2111		1.0	1.0	1.0	1.0	１
　１７	2344	3344	5554	1112	3433		2.0	3.5	4.0	4.0	４
　２３	5666	5555	4445	3443	5655		5.0	5.0	5.0	5.0	５
　２４	3233	4433	2222	4334	4344		4.0	2.0	3.0	3.0	３
　２６	6555	6666	6666	6666	6566		6.0	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
　　　２　羽村　康弘						　中原　千景						　羽村ダンススクール						　決勝　２位
　　　９　本多　覚								　本多　美季						　DANCE	PATIO	T&T									　決勝　１位
　　１７　水口　直哉						　水口　理佳子				　ミズグチダンススクール		　決勝　４位
　　２３　勝俣　広								　札　京子								　札	京子ダンススクール			　決勝　５位
　　２４　渡辺　勝彦						　加島　久乃						　渡辺勝彦ダンス教室						　決勝　３位
　　２６　佐久間　重行				　渋谷　春美						　海老原ダンススクール				　決勝　６位

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

2021/05/23	P_Ｂ級ボールルーム競技会　WTFQ	プロ　ボールルーム

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

*******	【	準決勝	】	*******

	No.							1				2				3				4				5			11			12		合計		判定
	背番号　WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	　　順位

		　12	　**	*		***	****	*	*					*	**	*	**	*		19			5	P
		　22	　****	****	****	****	****	****	****		28			1	P
		　23	　*				*	*							**													*						6			9	
		　27	　	**		**	*				*		*	*	****		***		**			17			6	P
		　28			　								*					***	***		***								10			8	
		　29				　																																		0		11	
	　	31	　****			**	****	****	****	****	****		26			2	P
		　32	　	***	*				***				**								*			***		13			7	
	　	33	　****	****	****						****	*		*	****		22			4	P
	　	34				　			*								*																					2		10	
	　	35　	*	**	****		***	****	****	****	*	**		25			3	P

					仕切点数	=	17

*******	【	決　　勝	】	*******

　種　目				Waltz	
　背番号			No	1		2		3		4		5	11	12		順位	
		12	　　　			4		2		4		5		6		6		6		5.5
		22	　　			　2		1		2		2		1		1		1		1.0
		27									6		6		6		3		4		3		5		5.5



		31	　　			　1		5		1		4		2		2		3		2.0
		33	　　　			3		4		3		6		5		5		4		4.0
		35	　　　			5		3		5		1		3		4		2		3.0

		種　目			Tango	
		背番号			No	1		2		3		4		5	11	12		順位		
		12									3		4		3		5		6		6		6		6.0
		22									2		1		2		1		1		1		1		1.0
		27									5		3		5		2		3		4		5		4.0
		31									1		6		1		4		4		2		2		2.0
		33									4		5		4		6		5		5		3		5.0
		35									6		2		6		3		2		3		4		3.0

		種　目						Fox	trot	
		背番号			No	1		2		3		4		5	11	12		順位
		12									5		4		5		5		6		6		6		6.0
		22									2		1		2		1		1		2		1		1.0
		27									6		3		6		3		2		1		5		4.0
		31									1		6		1		4		3		3		3		2.0
		33									4		5		4		6		4		5		4		5.0
		35									3		2		3		2		5		4		2		3.0

		種　目						Quick	step
		背番号			No	1		2		3		4		5	11	12		順位
		12									3		4		3		6		6		6		6		6.0
		22									2		1		2		1		1		1		1		1.0
		27									6		3		6		4		5		2		5		5.0
		31									1		5		1		3		3		4		3		2.0
		33									4		2		4		5		4		5		4		4.0
		35									5		6		5		2		2		3		2		3.0

決勝
		背番号			　　Ｗ		Ｔ		Ｆ		Ｑ		合計	総合
		12									5.5	6.0	6.0	6.0	23.5		6.0
		22									1.0	1.0	1.0	1.0		4.0		1.0
		27									5.5	4.0	4.0	5.0	18.5		5.0
		31									2.0	2.0	2.0	2.0		8.0		2.0
		33									4.0	5.0	5.0	4.0	18.0		4.0
		35									3.0	3.0	3.0	3.0	12.0		3.0

*******	【	最終結果	】	******

背番号	選　手　氏　名　　　パ−トナ−名　　　　成　績					

　１２	松下　吉志								早瀬　かおり						第６位						
　２２	恩田　時央								伊東　夕奈						　第１位							
　２３	勝俣　広										札　京子									準決勝																									
　２７	杉村　浩也								山梨　智美						　第５位							
　２８	大内　孝則								松岡　礼	　　　　　準決勝																									
　２９	芝崎　剣一								石黒　織恵　　　　	準決勝																									
　３０	長島　玄起								鈴木　英香　　　　	欠　場																									
　３１	歩浜　敏夫								松浦　のぞみ　　　	第２位						
　３２	藤井　洋介								日向　玲奈						　準決勝																									
　３３	八重樫　寛由					　中村　恵理子				　第４位						
　３４	安井　建								　中川　洋子						　準決勝																									
　３５	藤井　崇裕								中山　みずほ						第３位		
******************************************************************************************

**********************************************************************
				
2021/05/23	P_Ｃ級ボールルーム競技会　WTF	プロ　ボールルーム



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

*******	【	準決勝	】	*******

	No.							6			8		10		13		14	合計		判定
	背番号					WTF	WTF	WTF	WTF	WTF	　　順位

			4						***	***	***	***	***		15			1	P
		26　　　	***					*			***	***		10			6	P
		29						***	***	***		**	***		14			3	P
		35						***	***	***	***	***		15			1	P
		36　　　	*	*	***	***	***	*	*		13			4	P
		37						**		***	***	***	**			13			4	P
		38　　　		**	***		**	*				**		10			6	P

					仕切点数	=	10

*******	【	決　　勝	】	*******

	種　目							Waltz	
	背番号　		No		6		8	10	13	14		順位			
			4									1		1		2		1		1		1.0
		26									4		7		1		4		6		4.0
		29									7		6		4		7		5		7.0
		35									3		2		5		3		2		3.0
		36									2		3		3		2		4		2.0
		37									5		4		7		5		7		5.0
		38									6		5		6		6		3		6.0

		種　目							Tango		
		背番号　		No		6		8	10	13	14		順位	
			4										1		1		1		1		1		1.0
		26										3		6		2		3		3		2.0
		29										7		7		3		7		5		7.0
		35										4		2		4		4		2		4.0
		36										2		3		5		2		4		3.0
		37										5		4		6		5		7		5.0
		38										6		5		7		6		6		6.0

		種　目						Fox	trot	
		背番号　		No		6		8	10	13	14		順位
			4										1		1		1		1		2		1.0
		26										4		7		5		4		5		5.0
		29										7		6		6		7		6		7.0
		35										3		2		2		3		1		2.0
		36										2		3		3		2		7		3.0
		37										5		4		4		5		4		4.0
		38										6		5		7		6		3		6.0

総合成績表

	背番号			　　　Ｗ		Ｔ		Ｆ		合計	総合
			4									1.0	1.0	1.0		3.0		1.0
		26									4.0	2.0	5.0	11.0		4.0
		29									7.0	7.0	7.0	21.0		7.0
		35									3.0	4.0	2.0		9.0		3.0
		36									2.0	3.0	3.0		8.0		2.0
		37									5.0	5.0	4.0	14.0		5.0
		38									6.0	6.0	6.0	18.0		6.0

審査員名



*******	【	最終結果	】	******

背番号	登録番号	級	選　手　氏　名　　パ−トナ−名　　　									

　　４	手塚　順一　　　　内田　晶子							第１位										
　２６	佐久間　重行　　　渋谷　春美							第４位									
　２９	芝崎　剣一　　　　石黒　織恵							第７位										
　３５	藤井　崇裕　　　　中山　みずほ　　		第３位									
　３６	武田　葵　　　　　坪井　みみ							第２位								
　３７	伊藤　毅　　　　　伊藤　ハルミ	　　	第５位										
　３８	河合　雄大　　　　磯江　麻衣							第６位										
　３９	尾山　光良　　　　尾山　ふじ江　　　欠　場	
**************************************************************************************																								

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

2021/05/23	P_Ｄ級　WT	プロ　ボールルーム

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

*******	【	準決勝	】	*******

	No.						6		8	10	13	14	合計		判定
背番号					WT	WT	WT	WT	WT	　　

		35　　　||	**	**	**	**			8			1	P
		40					||	**	**	**	**			8			1	P

					仕切点数	=		8

*******	【	決　　勝	】	*******

　種　目							Waltz
　背番号　　　No　6		8	10	13	14		順位			
		35											0		1		1		1		1		1.0
		40											0		2		2		2		2		2.0
	
		種　目							Tango
		背番号　　　No　6		8	10	13	14		順位	
		35											0		1		1		1		1		1.0
		40											0		2		2		2		2		2.0

総合成績表
　
　背番号						No	Ｗ		Ｔ		合計	総合
		35									1.0	1.0		2.0		1.0
		40									2.0	2.0		4.0		2.0

*******	【	最終結果	】	******

背番号	選　手　氏　名　　　　　　　　　　　成　績																	

　３５	藤井　崇裕								中山　みずほ					第１位															
　４０	平野　将貴								久間木　夏奈					第２位															
														

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

2021/05/23	P_Ｎ級ボールルーム競技会　WT	プロ　ボールルーム



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

*******	【	準決勝	】	*******

	No.																				6	合計		判定
					背番号			WT	　　　　順位

		35									**			2			1	P
	
					仕切点数	=		2

*******	【	決　　勝	】	*******

		種　目							Waltz		
　背番号				No		6		順位	
		35						　			1		1.0

		種　目					Tango			
		35								1		1.0

総合成績表

	背番号						No	6		Ｗ		Ｔ			合計	総合
		35								　				1.0	1.0		2.0		1.0

*******	【	最終結果	】	******

背番号	氏　名　　　　　																成　績															

　３５	藤井　崇裕								中山　みずほ			第１位														

------------------------------------------------------------------------------
P_前期東京ラテンアメリカン選手権　出場：11組　種目：ＣＳＲＰＪ
------------------------------------------------------------------------------

【１次予選】

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

【準決勝】

　　　	1					2					3					4					5					11				12				
背番号	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	得点	順位	判定
　　１	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ			35　		1	CALL
　　２	C..P.	CSRPJ	CSRP.	.S.P.	CSRPJ	CS.P.	CSRP.			25　		4	CALL



　　４	.SR.J	.SRPJ	....J	..R.J	C..P.	..R.J	....J			15　		8		−
　　５	.....	.....	.....	C....	.....	.....	.....				1　	10		−
　　６	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....				0　	11		−
　　７	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ			35　		1	CALL
　　８	.SRPJ	.....	CSRPJ	.....	.....	.....	..R..			10　		9		−
　　９	.....	.....	.....	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	.S...			16　		7		−
　１０	C.R.J	CSRPJ	.....	.SR.J	.SR.J	.....	C..PJ			17　		6	CALL
　１１	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ			35　		1	CALL
　１２	CS.P.	C....	CSRPJ	C..P.	.....	CSRPJ	CSRPJ			21　		5	CALL

【決　勝】

　　　	1					2					3					4					5					11				12				
背番号	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ		Ｃ		Ｓ		Ｒ		Ｐ		Ｊ	総合
　　１	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	１
　　２	55666	33333	44444	45545	44434	32233	66655		4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	４
　　７	22333	22222	22222	33434	22222	23324	34223		2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	２
　１０	66555	54544	66666	54353	65555	66666	43534		6.0	5.0	5.0	5.0	5.0	５
　１１	33222	45455	33333	22222	33343	44442	22342		3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	３
　１２	44444	66666	55555	66666	56666	55555	55466		5.0	6.0	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
　　　１　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
　　　２　遠藤　健一郎				　伊藤　なお						　Ｍ・トモミ　スポーツダン　決勝　４位
　　　４　藤井　洋介						　日向　玲奈						　Arthur	Murray	South	Toky　準決
　　　５　武田　葵								　坪井　みみ						　mimi	dance														　準決
　　　６　石川　典哉						　石川　奈津子				　ダンススクール	ステップ	　準決
　　　７　加藤　義人						　小林　維斗						　dance	plece	FELICE						　決勝　２位
　　　８　木下　聡明						　山内　砂穂						　木下ダンスワールド						　準決
　　　９　平野　将貴						　久間木　夏奈				　ヒラノ・ダンス・スタジオ　準決
　　１０　八重樫　寛由				　中村　恵理子				　スタジオＭ＆Ｅ										　決勝　５位
　　１１　溝上　正幸						　杉谷　美樹						　海宝ダンススクール						　決勝　３位
　　１２　手塚　順一						　内田　晶子						　ケヅカテツオダンスアカデ　決勝　６位

------------------------------------------------------------------------------
P_シニアスターラテン競技会　出場：4組　種目：ＣＳＲＰ
------------------------------------------------------------------------------

【準決勝】

　　　	6				8				10			13			14			
背番号	CSRP	CSRP	CSRP	CSRP	CSRP	得点	順位	判定
　１４	CSRP	CSRP	CSRP	CSRP	CSRP			20　		1	CALL
　１５	CSRP	CSRP	CSRP	CSRP	CSRP			20　		1	CALL
　１６	CSRP	CSRP	CSRP	CSRP	CSRP			20　		1	CALL
　１７	CSRP	CSRP	CSRP	CSRP	CSRP			20　		1	CALL

【決　勝】

　　　	6				8				10			13			14			
背番号	CSRP	CSRP	CSRP	CSRP	CSRP		Ｃ		Ｓ		Ｒ		Ｐ	総合
　１４	4444	2222	4444	4444	4443		4.0	4.0	4.0	4.0	４
　１５	1111	1111	2222	2111	1111		1.0	1.0	1.0	1.0	１
　１６	3333	4434	3333	3333	2334		3.0	3.0	3.0	3.0	３
　１７	2222	3343	1111	1222	3222		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
　　１４　杉山　勇								　杉山　美樹						　ダンスアート杉山								　決勝　４位
　　１５　安井　建								　中川　洋子						　ダンススタジオ　ブルーム　決勝　１位
　　１６　羽村　康弘						　中原　千景						　羽村ダンススクール						　決勝　３位



　　１７　伊藤　毅								　伊藤　ハルミ				　ダンススペースオオヤ				　決勝　２位

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

2021/05/23	P_Ｂ級ラテン競技会　CSRP	プロ　ラテンアメリカン

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

*******	【	準決勝	】	*******

	No.												4				5				6				7				8				9			10		合計		　判定
	背番号						　	CSRP	CSRP	CSRP	CSRP	CSRP	CSRP	CSRP	　　　　順位

			3									　****	****	****	****	****	****	||||		24			1	P
			6	　								****	****	****	****	****	****	||||		24			1	P
		16	　								****	****	****	****	****	****	||||		24			1	P
		18	　								****	****	****	****	****	****	||||		24			1	P

					仕切点数	=	24

*******	【	決　　勝	】	*******

　種　目						Cha	cha
　背番号　　　No　4		5		6		7		8		9	10		順位	
			3											4		4		4		3		4		3		1		4.0
			6											3		2		2		2		3		2		2		2.0
		16											2		3		3		4		2		4		3		3.0
		18											1		1		1		1		1		1		4		1.0

		種　目							Samba			
			3										4		4		4		4		4		3		1		4.0
			6										3		2		3		3		3		2		2		3.0
		16										2		3		2		2		2		4		3		2.0
		18										1		1		1		1		1		1		4		1.0

		種　目							Rumba			
			3										4		4		4		4		4		3		1		4.0
			6										3		2		2		2		3		2		2		2.0
		16										2		3		3		3		2		4		3		3.0
		18										1		1		1		1		1		1		4		1.0

		種　目					Paso	doble
			3										4		4		4		4		4		4		1		4.0
			6										3		2		3		3		3		2		2		3.0
		16										2		3		2		2		2		3		3		2.0
		18										1		1		1		1		1		1		4		1.0

総合成績表

	背番号				　　　Ｃ		Ｓ		Ｒ		Ｐ		合計	総合
			3									4.0	4.0	4.0	4.0	16.0		4.0
			6									2.0	3.0	2.0	3.0	10.0		2.0
		16									3.0	2.0	3.0	2.0	10.0		3.0
		18									1.0	1.0	1.0	1.0		4.0		1.0

*******	【	最終結果	】	******

背番号	　　	　　選　手　氏　名　　　　　　　成　績				

　　３	杵渕　浩　　　　　田中　恵梨香					　第４位					
　　６	石川　典哉　　　　石川　奈津子　　　　第２位				



　１６	羽村　康弘　　　　中原　千景　　　　　第３位				
　１８	山本　千博　　　　大吉　優華　　　　　第１位
******************************************************************************************				

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

2021/05/23	P_Ｃ級ラテン競技会　CSR	プロ　ラテンアメリカン

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

	No.										3		11		12		13		14	　合計		判定
	背番号							CSR	CSR	CSR	CSR	CSR	　　　

			3	　　　　　***			*	***	***	*	*		12			4	P
		12	　　　　　***	***	***	***		*			13			2	P
		17	　　　　　***	**		***	***	***		14			1	P
		19	　　　　　***			*	***	***	***		13			2	P

					仕切点数	=	12

*******	【	決　　勝	】	*******

　種　目						Cha	cha		
　背番号				No		3	11	12	13	14		順位
			3										4		4		4		4		4		4.0
		12										2		2		2		1		1		2.0
		17										3		3		3		3		3		3.0
		19	　　　				1		1		1		2		2		1.0

		種　目							Samba		
		背番号				No　3	11	12	13	14		順位	
			3										4		4		3		3		4		4.0
		12										2		2		2		1		1		2.0
		17										3		3		4		4		3		3.0
		19										1		1		1		2		2		1.0

		種　目							Rumba	
		背番号				No		3	11	12	13	14		順位		
			3										4		4		4		4		4		4.0
		12										2		2		2		1		2		2.0
		17										3		3		3		3		3		3.0
		19	　　　				1		1		1		2		1		1.0

総合成績表

	背番号　　　　　　Ｃ		Ｓ		Ｒ		合計	総合
			3　　　　　　4.0	4.0	4.0	12.0		4.0
		12　　　　　　2.0	2.0	2.0		6.0		2.0
		17　　　　　　3.0	3.0	3.0		9.0		3.0
		19　　　　　　1.0	1.0	1.0		3.0		1.0

*******	【	最終結果	】	******

背番号	　　　　級	選　手　氏　名　　　　		　　	成　績											
	
　　３	杵渕　浩										田中　恵梨香　　　　　第４位										
　１２	手塚　順一　　　　　内田　晶子　　　　　　第２位									
　１７	伊藤　毅　　　　　　伊藤　ハルミ　　　　　第３位										
　１９	Ｆｌａｖｉｏ　Ｎｕ　安齋　美紀　　　　　　第１位									
　２０	池本　規恒　　　　　樫本　真実　　　　　　欠　場																									
　２１	藤本　英一　　　　　近藤　日奈子　　　　　欠　場																									



------------------------------------------------------------------------------
A_東京ボールルーム選手権　出場：17組　種目：ＷＴＶＦＱ
------------------------------------------------------------------------------

【１次予選】

　　　	1				2				3				4				5				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	WT.Q	WTF.	...Q	....			15　	12	CALL
　　３	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			28　		1	CALL
　　４	....	....	....	....	....	....	....				0　	17		−
　　５	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			28　		1	CALL
　　７	....	..F.	....	..F.	WT.Q	WTF.	WTFQ			12　	14		−
　　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	.TFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			27　		7	CALL
　１１	W.F.	WTFQ	WTFQ	....	.TFQ	.T..	.T.Q			16　	11	CALL
　１２	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			28　		1	CALL
　１３	....	....	W...	....	W...	....	....				2　	16		−
　１４	WTFQ	WTFQ	WTF.	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ			27　		7	CALL
　１５	...Q	WTF.	....	WTFQ	...Q	WTFQ	..F.			14　	13		−
　１６	.T..	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	W.FQ	WTFQ			24　		9	CALL
　１７	WTFQ	WT.Q	WTFQ	..F.	....	W.FQ	WTFQ			19　	10	CALL
　１８	WTFQ	...Q	...Q	WT.Q	..F.	.T..	W...			12　	14		−

【準決勝】

　　　	1					2					3					4					5					11				12				
背番号	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	得点	順位	判定
　　１	WTVF.	WTVFQ	W...Q	WT...	WTV..	W....	WTVFQ			22　		7		−
　　２	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....				0　	11		−
　　３	WTVFQ	WTVFQ	..VFQ	W.VFQ	..VFQ	WT.FQ	..VFQ			27　		3	CALL
　　５	WTVFQ	W....	WTVFQ	..V.Q	WTVFQ	WTVFQ	WT...			25　		4	CALL
　　８	.T..Q	.TVFQ	.TVFQ	.T.F.	WTVFQ	..VF.	WTVFQ			24　		5	CALL
　　９	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	.TVFQ	WTVFQ			34　		1	CALL
　１０	WTV..	WTVFQ	.TV..	WTVFQ	.....	WTV.Q	WTVFQ			24　		5	CALL
　１１	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....				0　	11		−
　１２	...FQ	.....	W....	WTVFQ	.T.FQ	WTVFQ	.....			16　		8		−
　１４	W.VFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ			34　		1	CALL
　１６	.....	.....	.....	.....	W....	.....	.....				1　	10		−
　１７	.....	.....	WT.F.	.....	.....	.....	.....				3　		9		−

【決　勝】

　　　	1					2					3					4					5					11				12				
背番号	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ	WTVFQ		Ｗ		Ｔ		Ｖ		Ｆ		Ｑ	総合
　　３	23333	25354	55666	33232	45422	34443	46645		4.0	5.0	4.0	3.0	3.0	３
　　５	35245	66566	23224	64656	21265	12235	54566		3.0	3.0	2.0	6.0	6.0	４
　　８	52422	31111	32442	22343	34333	45324	23222		2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	２
　　９	11111	12222	11111	11111	13111	21111	11111		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	１
　１０	46664	54445	66555	55464	66646	53552	32334		5.0	6.0	5.0	5.0	5.0	６
　１４	64556	43633	44333	46525	52554	66666	65453		6.0	4.0	6.0	4.0	4.0	５

【最終結果】

　背番号　リーダー　								パートナー　						所属　　　　　　　　　　　成績
　　　１　倉田　尭敏						　山本　菜歩子				　																								　準決
　　　２　菊地　健男						　河内　登志子				　神奈川県																　準決
　　　３　箕浦　将也						　小斉平　ひな				　神奈川県																　決勝　３位
　　　４　柴田　俊男						　天野　貴美子				　東京都																		　１次
　　　５　渡邉　泰成						　朝倉　環								　神奈川県																　決勝　４位



　　　７　山崎　清								　山崎　美穂						　東京都																		　１次
　　　８　清水　聡								　堀田　まどか				　東京都																		　決勝　２位
　　　９　孫　祖博								　西村　早織						　東京都																		　決勝　１位
　　１０　大東　哲平						　大東　にに						　神奈川県																　決勝　６位
　　１１　稲垣　知宏						　稲垣　尚美						　東京都																		　準決
　　１２　高橋　慧								　松岡　祐里						　東京都																		　準決
　　１３　安澤　武彦						　堀　慶子								　東京都																		　１次
　　１４　横木　友哉						　松井　美咲						　神奈川県																　決勝　５位
　　１５　石山　誠								　石山　直子						　千葉県																		　１次
　　１６　吉田　千智						　川邉　真緒						　																								　準決
　　１７　繁田　徹								　岩渕　由美子				　千葉県																		　準決
　　１８　志澤　博満						　竹内　裕子						　神奈川県																　１次

------------------------------------------------------------------------------
A_シニア７０ボールルーム競技会　出場：18組　種目：ＷＴＦ
------------------------------------------------------------------------------

【１次予選】

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

【準決勝】

　　　	5			9			12		13		14		
背番号	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF	得点	順位	判定
　１８	WTF	WTF	W.F	WTF	W.F			13　		1	CALL
　１９	WTF	W.F	WTF	..F	WTF			12　		4	CALL
　２０	W..	...	...	...	.T.				2　	11		−
　２２	.TF	WTF	WTF	WTF	WT.			13　		1	CALL
　２５	...	.T.	...	WT.	..F				4　		8		−
　２８	...	...	.T.	...	...				1　	12		−
　２９	.TF	WT.	WTF	W.F	.TF			11　		5	CALL
　３０	...	...	...	WTF	...				3　		9		−
　３３	.TF	...	...	...	.T.				3　		9		−
　３４	W..	WTF	WTF	WTF	WTF			13　		1	CALL
　３５	W..	WTF	...	.T.	W.F				7　		7		−
　３６	WTF	..F	WTF	...	W..				8　		6	CALL

【決　勝】

　　　	5			9			12		13		14		
背番号	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF		Ｗ		Ｔ		Ｆ	総合
　１８	111	111	331	112	122		1.0	1.0	1.0	１
　１９	222	465	124	555	665		4.0	6.0	6.0	６
　２２	345	656	242	334	443		3.0	4.0	3.0	３



　２９	433	344	665	443	556		5.0	5.0	4.0	５
　３４	654	222	556	221	211		2.0	2.0	2.0	２
　３６	566	533	413	666	334		6.0	3.0	5.0	４

【最終結果】

　背番号　リーダー　								パートナー　						所属　　　　　　　　　　　成績
　　１８　志澤　博満						　竹内　裕子						　神奈川県																　決勝　１位
　　１９　新田見　幸治郎		　森　貞子								　東京都																		　決勝　６位
　　２０　高橋　慶二						　波多野　ゆき枝		　千葉県																		　準決
　　２１　萩原　俊二						　萩原　陽子						　東京都																		　１次
　　２２　吉田　篤正						　吉田　晃子						　神奈川県																　決勝　３位
　　２３　藤江　貞治						　藤江　加代子				　神奈川県																　１次
　　２４　倉持　和司						　大橋　憲子						　神奈川県																　１次
　　２５　西田　創治						　西田　代志子				　東京都																		　準決
　　２７　佐藤　林平						　玉村　貴美子				　埼玉県																		　１次
　　２８　長倉　正造						　沖　英子								　埼玉県																		　準決
　　２９　木谷　和己						　後藤　令子						　東京都																		　決勝　５位
　　３０　小島　政廣						　臼井　登美江				　神奈川県																　準決
　　３１　福原　芳昭						　菊地　恵美子				　神奈川県																　１次
　　３２　鈴木　正一						　岩谷　和子						　東京都																		　１次
　　３３　藤崎　正夫						　干場　理英						　千葉県																		　準決
　　３４　亀田　�								　亀田　はつ美				　埼玉県																		　決勝　２位
　　３５　伊達　広一						　日比谷　光子				　神奈川県																　準決
　　３６　棚田　敏夫						　岡村　喜代美				　埼玉県																		　決勝　４位

------------------------------------------------------------------------------
A_シニア６０ボールルーム競技会　出場：20組　種目：ＷＴＦ
------------------------------------------------------------------------------

【１次予選】

　　　	5			9			12		13		14		
背番号	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF	得点	順位	判定
　　４	...	...	WTF	...	WTF				6　	14		−
　１７	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　２０	WTF	..F	..F	WT.	...				7　	11	CALL
　２２	WT.	WTF	WTF	WTF	WTF			14　		3	CALL
　２４	...	WT.	...	...	.TF				4　	17		−
　２８	...	WTF	WT.	..F	W..				7　	11	CALL
　３０	...	...	...	WTF	...				3　	20		−
　３３	WT.	...	...	W.F	...				4　	17		−
　３７	WTF	WTF	WTF	.T.	WTF			13　		6	CALL
　３８	WTF	..F	.TF	WTF	..F			10　		8	CALL
　３９	...	.TF	...	...	WTF				5　	16		−
　４０	WTF	WTF	WT.	WTF	WTF			14　		3	CALL
　４１	WTF	WT.	WTF	...	WT.			10　		8	CALL
　４２	..F	W..	W.F	WTF	...				7　	11	CALL
　４３	WTF	WTF	W..	WTF	W.F			12　		7	CALL
　４４	..F	...	.TF	...	W..				4　	17		−
　４５	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　４６	..F	.T.	W.F	...	.TF				6　	14		−
　４７	WTF	W.F	.T.	WTF	.T.			10　		8	CALL
　４８	WT.	WTF	WTF	WTF	WTF			14　		3	CALL

【準決勝】

　　　	5			9			12		13		14		
背番号	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF	得点	順位	判定
　１７	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　２０	...	...	...	...	...				0　	13		−
　２２	...	...	W.F	...	...				2　	10		−
　２８	...	...	.T.	...	...				1　	12		−
　３７	WTF	WTF	W.F	...	WTF			11　		3	CALL



　３８	WT.	W..	W.F	WTF	W..				9　		5	CALL
　４０	..F	.TF	.T.	WTF	WTF			10　		4	CALL
　４１	...	...	W..	...	.T.				2　	10		−
　４２	...	...	...	WTF	...				3　		9		−
　４３	WTF	WTF	.T.	...	.T.				8　		7		−
　４５	WTF	WTF	.TF	WTF	W.F			13　		2	CALL
　４７	WTF	...	...	WTF	..F				7　		8		−
　４８	...	WTF	WTF	...	WTF				9　		5	CALL

【決　勝】

　　　	5			9			12		13		14		
背番号	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF		Ｗ		Ｔ		Ｆ	総合
　１７	451	311	111	112	111		1.0	1.0	1.0	１
　３７	214	122	335	566	546		3.0	2.0	6.0	３
　３８	343	656	453	221	664		4.0	5.0	2.0	４
　４０	525	444	544	444	223		5.0	4.0	4.0	５
　４５	132	233	666	333	455		2.0	3.0	3.0	２
　４８	666	565	222	655	332		6.0	6.0	5.0	６

【最終結果】

　背番号　リーダー　								パートナー　						所属　　　　　　　　　　　成績
　　　４　柴田　俊男						　天野　貴美子				　東京都																		　１次
　　１７　繁田　徹								　岩渕　由美子				　千葉県																		　決勝　１位
　　２０　高橋　慶二						　波多野　ゆき枝		　千葉県																		　準決
　　２２　吉田　篤正						　吉田　晃子						　神奈川県																　準決
　　２４　倉持　和司						　大橋　憲子						　神奈川県																　１次
　　２８　長倉　正造						　沖　英子								　埼玉県																		　準決
　　３０　小島　政廣						　臼井　登美江				　神奈川県																　１次
　　３３　藤崎　正夫						　干場　理英						　千葉県																		　１次
　　３７　熊谷　武久						　熊谷　芳子						　東京都																		　決勝　３位
　　３８　漆原　義明						　漆原　弘子						　埼玉県																		　決勝　４位
　　３９　工藤　哲夫						　染谷　美利恵				　東京都																		　１次
　　４０　田玉　仁								　田玉　公子						　東京都																		　決勝　５位
　　４１　長島　宏行						　佐々木　智子				　神奈川県																　準決
　　４２　福岡　周一郎				　相場　節子						　東京都																		　準決
　　４３　加藤　勝								　加藤　光子						　東京都																		　準決
　　４４　大久保　奮彌				　大久保　典子				　千葉県																		　１次
　　４５　米澤　文彦						　山本　久美						　東京都																		　決勝　２位
　　４６　萩　聡										　石山　マヤ						　千葉県																		　１次
　　４７　井澤　勇								　鈴木　信子						　東京都																		　準決
　　４８　富井　勇								　海老名　美由紀		　																								　決勝　６位

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

2021/05/23	A_Ｂ級ボールルーム競技会　WTFQ	アマ　ボールルーム

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

*******	【	第１予選	】	*******
　
	　　　No.							4				5				6				7				8				9			10		　合計		判定
	背番号							　WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	　　
			5　　　　　　****	****	****	****	****	****	****		28			1	P
		12　　　　　　****	****	****	****	****	****	****		28			1	P
		14　　　　　　****	****	****	****	****	****	****		28			1	P
		49　　　　　　****	****	****	****	****	****	****		28			1	P
		50										****	****	****	****	****	****	****		28			1	P
		51										****	****	****	****	****	****	****		28			1	P
		52　　　　　　****	****	****	****	****	****	****		28			1	P
		53　　　　　　****	****	****	****	****	****	****		28			1	P
		54　　　　　　****	****	****	****	****	****	****		28			1	P



		55　　　　　　****	****	****	****	****	****	****		28			1	P
		56　　　　　　****	****	****	****	****	****	****		28			1	P
		57　　　　　　****	****	****	****	****	****	****		28			1	P
		58　　　　　　****	****	****	****	****	****	****		28			1	P
		59　　　　　　****	****	****	****	****	****	****		28			1	P
		60　　　　　　****	****	****	****	****	****	****		28			1	P
		62　　　　　　****	****	****	****	****	****	****		28			1	P
		63　　　　　　****	****	****	****	****	****	****		28			1	P
		64　　　　　　****	****	****	****	****	****	****		28			1	P
		65　　　　　　****	****	****	****	****	****	****		28			1	P
		66　　　　　　****	****	****	****	****	****	****		28			1	P
		67　　　　　　****	****	****	****	****	****	****		28			1	P
		68　　　　　　****	****	****	****	****	****	****		28			1	P
		69　　　　　　****	****	****	****	****	****	****		28			1	P
		70　　　　　　****	****	****	****	****	****	****		28			1	P

					仕切点数	=	28

*******	【	最終予選	】	*******

	No.										4				5				6				7				8				9			10		　合計		判定
	背番号						WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	　　　　順位

			5								****	****	****	****	****	****	||||		24			1	P
		12								****	****	****	****	****	****	||||		24			1	P
		14								****	****	****	****	****	****	||||		24			1	P
		49														*										*								*			||||			3		17	
		50									*	*	**	*		***		*	*								**	||||		12		12	P
		51										*		*	*																						||||			3		17	
		52																																	*				||||			1		21	
		53								****		***	****	****	****	****	||||		23			5	P
		54								*									**	*		**			*	*			*		||||			9		13	
		55										*				**						*		*											||||			5		16	
		56													****											*	*							||||			6		15	
		57									*	*	*		*											**	*						||||			7		14	
		58								****	***		****	****	****	****	||||		23			5	P
		59								*														*														||||			2		19	
		60																																						||||			0		22	
		62								****			**	*	*		****	*	**	****	||||		19			9	P
		63								****	****	****		***	*	**	****	||||		22			7	P
		64									*	*		*	*	****		**		****	**	*	||||		17		11	P
		65																							*					*								||||			2		19	
		66																																						||||			0		22	
		67																																						||||			0		22	
		68								****	***		****	**	*		**		****	||||		20			8	P
		69								*	*		*				****	*	**	****	****	||||		18		10	P
		70								****	****	****	****	****	****	||||		24			1	P

					仕切点数	=	12

*******	【	準決勝	】	*******

	No.																					4				5				6				7				8				9			10		合計		判定
					選　手　名								WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	WTFQ	　　順位

			5	渡邉　泰成								****	****	****	****	****	****	||||		24			1	P
		12	高橋　慧										****	****	****	****	****	****	||||		24			1	P
		14	横木　友哉								****	****	****	****	****	****	||||		24			1	P
		50	行木　徹																																								||||			0			9	
		53	明賀　伊織								****	****	****	****	****	****	||||		24			1	P
		58	清河　延宏																																						||||			0			9	
		62	池内　剛視																																						||||			0			9	



		63	井口　雅夫									***	****						***		****	****	||||		18			6	P
		64	白戸　隆雄																		****																||||			4			7	
		68	瀬戸　正文																																						||||			0			9	
		69	溜渕　修										*																	*											||||			2			8	
		70	高田　昴輝								****	****	****	****	****	****	||||		24			1	P

					仕切点数	=	18

*******	【	決　　勝	】	*******

	No.	選　手　氏　名					4		5		6		7		8		9	10		順位

		種　目							Waltz	
　背番号　　No		4		5		6		7		8		9	10		順位
			5　　　　　　1		1		2		1		3		3		0		2.0
		12										4		2		3		3		2		1		0		3.0
		14										2		3		1		2		1		2		0		1.0
		53										5		5		4		5		4		5		0		5.0
		63										6		6		6		6		5		6		0		6.0
		70										3		4		5		4		6		4		0		4.0

		種　目							Tango			
			5										2		1		2		1		2		3		0		2.0
		12										5		2		3		3		3		1		0		3.0
		14										1		3		1		2		1		2		0		1.0
		53										4		6		4		5		4		4		0		4.0
		63										6		5		6		6		5		6		0		6.0
		70										3		4		5		4		6		5		0		5.0

		種　目						Fox	trot	
			5										2		1		3		1		3		3		0		3.0
		12										3		2		2		2		2		1		0		1.0
		14										1		3		1		3		1		2		0		2.0
		53										5		5		5		6		4		5		0		5.0
		63										6		6		6		5		5		6		0		6.0
		70										4		4		4		4		6		4		0		4.0

		種　目					Quick	step
			5										2		1		3		1		3		3		0		2.0
		12										3		3		2		3		2		1		0		3.0
		14										1		2		1		2		1		2		0		1.0
		53										5		5		4		5		4		5		0		5.0
		63										6		6		6		6		5		6		0		6.0
		70										4		4		5		4		6		4		0		4.0

総合成績表

	背番号　　				Ｗ		Ｔ		Ｆ		Ｑ		合計	総合
			5									2.0	2.0	3.0	2.0		9.0		2.0
		12									3.0	3.0	1.0	3.0	10.0		3.0
		14									1.0	1.0	2.0	1.0		5.0		1.0
		53									5.0	4.0	5.0	5.0	19.0		5.0
		63									6.0	6.0	6.0	6.0	24.0		6.0
		70									4.0	5.0	4.0	4.0	17.0		4.0

*******	【	最終結果	】	******

背番号	　　　選　手　氏　名　		　　　　　	成　績								

　　５	渡邉　泰成　　　朝倉　環　　　　　　第２位					
　１２	高橋　慧　　　　松岡　祐里　　　　　第３位				
　１４	横木　友哉　　　松井　美咲　　　　　第１位						
　４９	大嶋　良明　　　大嶋　三惠子　　　　最終予選																									



　５０	行木　徹　　　　行木　義子　　　　　準決勝																									
　５１	菊池　正　　　　平野　尚子　　　　　最終予選																									
　５２	大沢　邦肇　　　廣田　豊子　　　　　最終予選																									
　５３	明賀　伊織　　　岡田　くるみ　　　　第５位						
　５４	川島　秀敏　　　川島　恵子　　　　　最終予選																									
　５５	伊藤　啓二　　　伊藤　篤子　　　　　最終予選																								
　５６	橋本　英雄　　　清水　靖子　　　　　最終予選																									
　５７	岡田　文雄　　　横内　由紀江　　　　最終予選																									
　５８	清河　延宏　　　岡村　千恵　　　　　準決勝																									
　５９	西村　昭宣　　　西村　陽子　　　　　最終予選																									
　６０	藤田　幹郎　　　藤田　久子　　　　　最終予選																									
　６２	池内　剛視　　　近藤　智子　　　　　準決勝																									
　６３	井口　雅夫　　　松村　まさ子　　　　第６位					
　６４	白戸　隆雄　　　織田　ちえ子　　　　準決勝																									
　６５	石井　秀夫　　　有賀　淑子　　　　　最終予選																									
　６６	岡崎　明　　　　岡崎　昌子　　　　　最終予選																									
　６７	永井　純三　　　永井　美智子　　　　最終予選																									
　６８	瀬戸　正文　　　高橋　和子　　　　　準決勝																									
　６９	溜渕　修　　　　小島　優子　　　　　準決勝																									
　７０	高田　昴輝　　　麻原　里穂　　　　　第４位					

------------------------------------------------------------------------------
A_Ｂ級ｼﾆｱ70ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ競技会　出場：18組　種目：ＷＴＦ
------------------------------------------------------------------------------

【１次予選】

　　　	6			8			10		13		14		
背番号	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF	得点	順位	判定
　２６	WTF	W..	.TF	WTF	WTF			12　		4	CALL
　５１	WTF	W.F	WTF	..F	WTF			12　		4	CALL
　５２	WTF	WTF	WTF	WT.	WTF			14　		2	CALL
　５５	...	WTF	W.F	WTF	W.F			10　	10	CALL
　５６	WTF	.T.	...	WTF	...				7　	14		−
　６０	...	.TF	WT.	...	.T.				5　	17		−
　６１	.TF	...	WTF	..F	...				6　	16		−
　７１	WT.	WTF	.TF	WTF	.TF			12　		4	CALL
　７２	WT.	.TF	W..	...	WTF				8　	12	CALL
　７３	..F	W..	...	WT.	W..				5　	17		−
　７４	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　７５	W.F	WTF	WTF	WTF	WTF			14　		2	CALL
　７７	WTF	.TF	.TF	...	..F				8　	12	CALL
　７８	WT.	WTF	WT.	WTF	.T.			11　		9	CALL
　７９	WTF	W..	W.F	W..	WTF			10　	10	CALL
　８０	..F	WTF	WTF	.TF	WTF			12　		4	CALL
　８１	W..	WT.	...	WTF	W..				7　	14		−
　８２	.TF	..F	WTF	WTF	WTF			12　		4	CALL

【準決勝】

　　　	6			8			10		13		14		
背番号	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF	得点	順位	判定
　２６	...	...	...	W.F	...				2　	13		−
　５１	WTF	...	W.F	.T.	.TF				8　		5	CALL
　５２	W..	WTF	WTF	...	WTF			10　		3	CALL
　５５	...	WTF	...	WTF	...				6　		7		−
　７１	.TF	...	.TF	...	...				4　	11		−
　７２	...	...	...	...	WTF				3　	12		−
　７４	WTF	WTF	WT.	WTF	W..			12　		1	CALL
　７５	.T.	WTF	WT.	...	WTF				9　		4	CALL
　７７	..F	WTF	..F	.T.	...				6　		7		−
　７８	WT.	WT.	W..	WTF	...				8　		5	CALL



　７９	W.F	...	..F	...	WTF				6　		7		−
　８０	WTF	..F	.TF	WTF	WT.			11　		2	CALL
　８２	...	...	WT.	W.F	..F				5　	10		−

【決　勝】

　　　	6			8			10		13		14		
背番号	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF		Ｗ		Ｔ		Ｆ	総合
　５１	221	344	322	464	462		3.0	4.0	1.5	３
　５２	535	133	411	555	223		4.0	1.5	4.0	４
　７４	112	411	144	342	334		2.0	3.0	1.5	２
　７５	656	222	233	636	111		1.0	1.5	3.0	１
　７８	343	555	566	111	646		5.0	5.0	6.0	５
　８０	464	666	655	223	555		6.0	6.0	5.0	６

【最終結果】

　背番号　リーダー　								パートナー　						所属　　　　　　　　　　　成績
　　２６　亘　雄一								　亘　絹代								　東京都																		　準決
　　５１　菊池　正								　平野　尚子						　埼玉県																		　決勝　３位
　　５２　大沢　邦肇						　廣田　豊子						　神奈川県																　決勝　４位
　　５５　伊藤　啓二						　伊藤　篤子						　神奈川県																　準決
　　５６　橋本　英雄						　清水　靖子						　東京都																		　１次
　　６０　藤田　幹郎						　藤田　久子						　神奈川県																　１次
　　６１　大村　隆								　加藤　実智子				　東京都																		　１次
　　７１　天野　洋司						　吉岡　郷子						　東京都																		　準決
　　７２　丸山　昭夫						　鈴木　芳枝						　東京都																		　準決
　　７３　玉川　公一						　�田　詳恵						　埼玉県																		　１次
　　７４　川口　守								　瓜生　房子						　埼玉県																		　決勝　２位
　　７５　山下　時数						　野元　道枝						　東京都																		　決勝　１位
　　７７　武井　昭二郎				　武井　京子						　東京都																		　準決
　　７８　山田　敏司						　坂本　泉美						　東京都																		　決勝　５位
　　７９　齋藤　良夫						　守尾　佐智子				　東京都																		　準決
　　８０　石田　真一						　鶴　捷子								　東京都																		　決勝　６位
　　８１　中村　賀保						　浜田　加津代				　埼玉県																		　１次
　　８２　石井　克侑						　浦田　克枝						　神奈川県																　準決

------------------------------------------------------------------------------
A_Ｂ級ｼﾆｱ60ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑ競技会　出場：15組　種目：ＷＴＦ
------------------------------------------------------------------------------

【１次予選】

　　　	6			8			10		13		14		
背番号	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF	得点	順位	判定
　２６	W.F	...	.T.	WTF	W.F				8　	14		−
　４１	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　４８	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF			15　		1	CALL
　４９	WTF	WTF	WTF	..F	WTF			13　		5	CALL
　５４	WTF	.TF	W.F	WT.	WTF			12　		8	CALL
　５５	.T.	W.F	.T.	WTF	WTF			10　	12	CALL
　６５	W..	WTF	WTF	WTF	W.F			12　		8	CALL
　７１	WTF	WTF	WTF	W.F	WTF			14　		3	CALL
　７２	WTF	WTF	W.F	WTF	WTF			14　		3	CALL
　７３	.TF	WT.	WTF	.T.	WTF			11　	11	CALL
　７９	WTF	WT.	WTF	WTF	.TF			13　		5	CALL
　８１	WT.	..F	W..	WTF	W..				8　	14		−
　８３	WTF	WTF	.TF	WTF	.T.			12　		8	CALL
　８４	..F	WTF	WTF	...	WTF			10　	12	CALL
　８５	WTF	WTF	WTF	WTF	.T.			13　		5	CALL

【準決勝】

　　　	6			8			10		13		14		



背番号	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF	得点	順位	判定
　４１	WTF	...	WTF	.T.	.TF				9　		3	CALL
　４８	WTF	WTF	WTF	W.F	WTF			14　		1	CALL
　４９	WTF	.T.	.T.	WTF	WT.			10　		2	CALL
　５４	.TF	WTF	...	...	W..				6　		8		−
　５５	...	W.F	...	WTF	...				5　	11		−
　６５	...	...	...	...	...				0　	13		−
　７１	...	...	W.F	...	..F				3　	12		−
　７２	W..	..F	WTF	..F	WTF				9　		3	CALL
　７３	.TF	W..	.T.	.T.	.TF				7　		6	CALL
　７９	W..	...	W.F	W..	WTF				7　		6	CALL
　８３	...	WTF	...	WTF	...				6　		8		−
　８４	...	WTF	W.F	...	W..				6　		8		−
　８５	WTF	.T.	.T.	WTF	...				8　		5	CALL

【決　勝】

　　　	6			8			10		13		14		
背番号	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF		Ｗ		Ｔ		Ｆ	総合
　４１	222	354	222	233	212		2.0	2.0	2.0	２
　４８	111	111	111	111	121		1.0	1.0	1.0	１
　４９	333	222	333	424	353		3.0	3.0	3.0	３
　７２	666	433	555	666	534		6.0	5.0	4.0	５
　７３	777	647	767	555	745		7.0	6.0	7.0	７
　７９	454	776	474	777	466		4.0	7.0	6.0	６
　８５	545	565	646	342	677		5.0	4.0	5.0	４

【最終結果】

　背番号　リーダー　								パートナー　						所属　　　　　　　　　　　成績
　　２６　亘　雄一								　亘　絹代								　東京都																		　１次
　　４１　長島　宏行						　佐々木　智子				　神奈川県																　決勝　２位
　　４８　富井　勇								　海老名　美由紀		　																								　決勝　１位
　　４９　大嶋　良明						　大嶋　三惠子				　神奈川県																　決勝　３位
　　５４　川島　秀敏						　川島　恵子						　千葉県																		　準決
　　５５　伊藤　啓二						　伊藤　篤子						　神奈川県																　準決
　　６５　石井　秀夫						　有賀　淑子						　東京都																		　準決
　　７１　天野　洋司						　吉岡　郷子						　東京都																		　準決
　　７２　丸山　昭夫						　鈴木　芳枝						　東京都																		　決勝　５位
　　７３　玉川　公一						　�田　詳恵						　埼玉県																		　決勝　７位
　　７９　齋藤　良夫						　守尾　佐智子				　東京都																		　決勝　６位
　　８１　中村　賀保						　浜田　加津代				　埼玉県																		　１次
　　８３　斉藤　忠雄						　梶間　静江						　埼玉県																		　準決
　　８４　遠藤　正道						　川口　二枝						　東京都																		　準決
　　８５　柏木　敏夫						　柏木　孝子						　東京都																		　決勝　４位

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

2021/05/23	A_Ｃ級ボールルーム競技会　WTF	アマ　ボールルーム

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

*******	【	予　選	】	*******

	No.										3		11		12		13		14		合計		判定
		背番号						WTF	WTF	WTF	WTF	WTF	　　

		53									***	***	***	***	***		15			1	P
		69									***	***	***	***	***		15			1	P
		82									***	***	***	*	*	***		14			7	P
		86									***	***	***	***	***		15			1	P
		87													*			***		**	*					7		14	



		88									***	***	***	***	***		15			1	P
		89									***		**	*			**			**		10		12	P
		90									*	*	*			***	**		**			10		12	P
		91									**		***		**	***		**		12			9	P
		92									***	***	***	***	***		15			1	P
		93									***	***	*	*	*	*	*	*		12			9	P
		94										**		**		*		***	***		11		11	P
		95									***	***	***	***	***		15			1	P
		96									***	***	***		**	***		14			7	P

					仕切点数	=	10

*******	【	準決勝	】	*******

	No.										3		11		12		13		14		合計		判定
		背番号						WTF	WTF	WTF	WTF	WTF	　　		

		53									***	***	***	***	***		15			1	P
		69									***	***	***	***	***		15			1	P
		82																															0		11	
		86									***	***	***	***	***		15			1	P
		88									***	***		*												7			6	P
		89																															0		11	
		90																															0		11	
		91																	*								*				2			9	
		92									***	***	***	***	***		15			1	P
		93																								*	*			2			9	
		94																					***							3			7	
		95																			*	*	*							3			7	
		96									***	***	***		*		***		13			5	P

					仕切点数	=		7

*******	【	決　　勝	】	*******

		種　目							Waltz	
		背番号　　No	3	11	12	13	14		順位		
		53								1		2		1		3		2		2.0
		6									3		3		5		4		4		3.0
		86								2		1		2		2		1		1.0
		88								5		5		4		1		6		5.0
		92								6		6		6		5		5		6.0
		96								4		4		3		6		3		4.0

		種　目							Tango	
　背番号　　No	3	11	12	13	14		順位		
		53									1		2		1		2		2		2.0
		69									4		3		4		4		3		3.0
		86									2		1		2		1		1		1.0
		88									5		4		5		3		6		5.0
		92									6		6		6		6		5		6.0
		96									3		5		3		5		4		4.0

		種　目						Fox	trot
　背番号　　No	3	11	12	13	14		順位　	
		53									2		0		1		3		1		2.0
		69									4		0		4		2		3		3.0
		86									1		0		2		1		2		1.0
		88									5		0		6		5		6		5.5
		92									6		0		5		6		5		5.5
		96									3		0		3		4		4		4.0



総合成績表
　
	背番号				　　Ｗ		Ｔ		Ｆ		　合計	総合
		53									2.0	2.0	2.0		6.0		2.0
		69									3.0	3.0	3.0		9.0		3.0
		86									1.0	1.0	1.0		3.0		1.0
		88									5.0	5.0	5.5	15.5		5.0
		92									6.0	6.0	5.5	17.5		6.0
		96									4.0	4.0	4.0	12.0		4.0

*******	【	最終結果	】	******

背番号	登録番号	級	選　手　氏　名　　パ−トナ−名　　　総　局			成　績		Ｗ			Ｔ			Ｆ											

　５３	13003826	Ｄ	明賀　伊織								岡田　くるみ						東　部			第２位										
　６９	13003843	Ｃ	溜渕　修										小島　優子								東　部			第３位								
　８２	13002189	Ｃ	石井　克侑								浦田　克枝								東　部			準決勝																									
　８６	19000104	Ｎ	志賀　祐亮								林　沙苗										　　　			第１位				
　８７	13002936	Ｃ	三橋　武弘								綾部　命子								東　部			１予選																									
　８８	13000822	Ｃ	駒村　雅仁								高橋　則子								東　部			第５位									
　８９	13001547	Ｃ	村社　一夫								村社　恵子								東　部			準決勝																									
　９０	13003473	Ｃ	村松　しげお						村松　知子								東　部			準決勝																									
　９１	13003126	Ｃ	中野　吉徳								仁科　恵子								東　部			準決勝																									
　９２	13003842	Ｃ	保坂　吉一								丸山　真弓								東　部			第６位										
　９３	13003009	Ｃ	濱ǹ　貢										海老原　正子						東　部			準決勝																									
　９４	13002784	Ｃ	岡田　晶己								岡田　眞利子						東　部			準決勝																									
　９５	13000436	Ｃ	福本　宗茂								福本　幸代								東　部			準決勝																									
　９６	13003662	Ｄ	坂内　和久								小川　美子								東　部			第４位											
**********************************************************************************

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

2021/05/23	A_Ｄ級ボールルーム競技会　WT	アマ　ボールルーム

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

*******	【	準決勝	】	*******

	　　No.				3	11	12	13	14　		合計		判定
		背番号					WT	WT	WT	WT	WT	　　
		96								**	**	**	**	**		10			1	P
		97								**	**	**	**	**		10			1	P
		98								**	**	**	**	**		10			1	P
		99								**	**	**	**	**		10			1	P

					仕切点数	=	10

*******	【	決　　勝	】	*******

		種　目							　Waltz		
　背番号　　No.		3	11	12	13	14		順位	
		96										　1		1		1		4		1		1.0
		97										　4		2		4		1		2		2.0
		98									　	3		4		2		3		4		4.0
		99									　	2		3		3		2		3		3.0

		種　目			　			Tango		
　背番号　　　No.		3	11	12	13	14		順位		
		96									　　1		1		1		2		1		1.0



		97　　									3		2		4		1		4		3.0
		98　　　　　　　	4		4		3		4		2		4.0
		99　								　	2		3		2		3		3		2.0

総合成績表
	背番号　　				Ｗ		Ｔ		合計	総合
		96									1.0	1.0		2.0		1.0
		97									2.0	3.0		5.0		3.0
		98									4.0	4.0		8.0		4.0
		99									3.0	2.0		5.0		2.0

*******	【	最終結果	】	******

背番号	　　　　　	選　手　氏　名　　　　　　		成　績																

　９６	坂内　和久　　　　小川　美子　　　　　　第１位															
　９７	一ノ瀬　明　　　　佐々木　千代子　　　　第３位														
　９８	吉田　隆　　　　　河原　さやか　　　　　第４位													
　９９	伊藤　信隆　　　　季　理佳　　　　　　　第２位															

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

2021/05/23	A_Ｎ級ボールルーム競技会　WT	アマ　ボールルーム

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

*******	【	準決勝	】	*******

	　						
	背番号					No	6	合計		判定							

		48								**			2			1	P
		99								**			2			1	P
	100								**			2			1	P

					仕切点数	=		2

*******	【	決　　勝	】	*******

背番号				No	6		順位

		種　目							Waltz	
	背番号				No	6		順位		
		48									1		1.0
		99									2		2.0
	100									3		3.0

		種　目							Tango	
	背番号				No	6		順位		
		48									1		1.0
		99									2		2.0
	100									3		3.0

総合成績表

	背番号　　　　	Ｗ		Ｔ		　合計	総合
		48									1.0	1.0		2.0		1.0
		99									2.0	2.0		4.0		2.0
	100									3.0	3.0		6.0		3.0

*******	【	最終結果	】	******



背番号	　　	選　手　氏　名　　　　　　　　成　績																

　４８	富井　勇　　　　海老名　美由紀　　　第１位															
　９９	伊藤　信隆　　　季　理佳　　　　　　第２位															
１００	山路　智彦　　　山路　邦子　　　　　第３位														

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

2021/05/23	A_東京ラテン選手権　CSRPJ	アマ　ラテンアメリカン

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

*******	【	予　選	】	*******

	No.					1				2				3				4				5			11			12		　合計		判定
	背番号	CSRP	CSRP	CSRP	CSRP	CSRP	CSRP	CSRP	　　　　

			1　　****	****	****	****	****	****	****		28			1	P
			2　　****	****	****	****	****	****	****		28			1	P
			3　　****	****	****	****	****	****	****		28			1	P
			4　　****	****	****	****	****	****	****		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
		13　　****	****	****	****	****	****	****		28			1	P

					仕切点数	=	28

*******	【	準決勝	】	*******

	No.																						1					2					3					4					5				11				12		合計		判定
	背番号　　　CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	CSRPJ	　　順位

			1　　　　*					*	*			*		*		*	**														*						　	9			8	
			2　　								　　	*									*				**	*		*****								　10			7	
			3　　　　****	*****	***	*	*****	*****	*****	*****　　　33			4	P
			4　　　　																																												　0		10	
			6　　　　																																												　0		10	
			7　　　　*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****		　35			1	P
			8																																				　　　　	*					　	1			9	
			9　　　　*****	*****	*****	**	**	*****	*****	*****		　34			3	P
		10			　　																																								　　	　0		10	
		11　　　　*****		****	*****	*****	*****	**	*		*	***		　31			5	P
		12　　　　*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****		　35			1	P
		13　　　　*****	**		*		****			*	*			*	*			*	*		****		　22			6	P

					仕切点数	=	22

*******	【	決　　勝	】	*******

	背番号　　No.		1		2		3		4		5	11	12		順位

		種　目						Cha	cha		
背番号　　No.	1		2		3		4		5	11	12		順位



			3　　　　　5		3		4		2		4		3		4		4.0
			7　　　　　2		2		2		1		2		2		2		2.0
			9　　　　　1		1		1		4		1		1		1		1.0
		11　　　　　4		5		6		5		5		5		5		5.0
		12　　　　　3		4		5		3		3		4		3		3.0
		13　　　　　6		6		3		6		6		6		6		6.0

		種　目							Samba		
背番号　　No.	1		2		3		4		5	11	12		順位	
			3　　　　　4		3		4		2		4		3		4		4.0
			7　　　　　2		2		2		1		2		2		2		2.0
			9　　　　　1		1		1		6		1		1		1		1.0
		11　　　　　6		5		6		5		5		5		5		5.0
		12　　　　　3		4		3		3		3		4		3		3.0
		13　　　　　5		6		5		4		6		6		6		6.0

		種　目							Rumba	
背番号　　No.	1		2		3		4		5	11	12		順位		
			3　　　　　4		4		4		2		3		3		3		3.0
			7　　　　　2		2		2		1		2		2		2		2.0
			9　　　　　1		1		1		4		1		1		1		1.0
		11　　　　　6		5		6		6		5		5		6		6.0
		12　　　　　3		3		3		3		4		4		4		4.0
		13　　　　　5		6		5		5		6		6		5		5.0

		種　目					Paso	doble
　背番号　No.	1		2		3		4		5	11	12		順位
			3　　　　　4		3		4		2		4		3		3		3.0
			7　　　　　2		2		2		1		2		2		2		2.0
			9　　　　　1		1		1		3		1		1		1		1.0
		11　　　　　6		6		6		6		5		5		4		6.0
		12　　　　　3		4		3		5		3		4		6		4.0
		13　　　　　5		5		5		4		6		6		5		5.0

		種　目								Jive	
　背番号　No.		1		2		3		4		5	11	12		順位		
			3　　　　　1		3		4		3		4		3		4		3.0
			7　　　　　2		2		2		1		2		2		2		2.0
			9　　　　　3		1		1		2		1		1		1		1.0
		11　　　　　4		5		6		6		5		5		5		5.0
		12　　　　　5		4		3		4		3		4		3		4.0
		13　　　　　6		6		5		5		6		6		6		6.0

総合成績表

	背番号				Ｃ		Ｓ		Ｒ		Ｐ		Ｊ		合計	総合
			3	　　　4.0	4.0	3.0	3.0	3.0	17.0		3.0
			7	　　　2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	10.0		2.0
			9	　　　1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		5.0		1.0
		11	　　　5.0	5.0	6.0	6.0	5.0	27.0		5.0
		12	　　　3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	18.0		4.0
		13	　　　6.0	6.0	5.0	5.0	6.0	28.0		6.0

審査員名

*******	【	最終結果	】	******

　背番号	　　　選　手　氏　名　　　　　　　成　績		

　　１	菊地　健男　　　河内　登志子　　　　準決勝																									
　　２	石山　誠　　　　石山　直子　　　　　準決勝																									
　　３	清水　勇洋　　　清水　季子　　　　　第３位		
　　４	長倉　正造　　　沖　英子　　　　　　準決勝																									
　　５	安室　昌明　　　安室　智恵子　　　　欠　場																									



　　６	柴田　俊男　　　天野　貴美子　　　　準決勝																									
　　７	阿部　夢時　　　土屋　優海　　　　　第２位		
　　８	齋藤　良夫　　　守尾　佐智子　　　　準決勝																									
　　９	八谷　和樹　　　皆川　円　　　　　　第１位		
　１０	石井　秀夫　　　有賀　淑子　　　　　準決勝																									
　１１	川尻　幸司　　　長島　洋子　　　　　第５位		
　１２	横田　信之　　　吉田　治代　　　　　第４位		
　１３	繁田　徹　　　　岩渕　由美子　　　　第６位		

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

2021/05/23	Ｂ級ラテン競技会　CSRP	アマ　ラテンアメリカン

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

*******	【	予　選	】	*******

	No.										1				2				3				4				5			11			12			合計		判定
		背番号						CSRP	CSRP	CSRP	CSRP	CSRP	CSRP	CSRP	　　順位

		15									****	****	****	**	*	****	||||	****		23			4	P
		16									****		***		*			****		*			||||	*		*		15		13	
		17									*		*	****	****	****	*	**	||||	****		21			9	P
		18									***		***		*	**			*		****	||||		***		17		12	P
		19									****	**	*	****	****	****	||||	***			22			7	P
		20										***	*	**	****	****	****	||||	****		22			7	P
		21									****	****	****	****	****	||||	****		24			1	P
		22									****	****	****	****	**	*	||||	****		23			4	P
		23									*	**	****	****	****	****	||||	****		23			4	P
		24										*			**								*	*		****	||||	**				11		14	
		25									****	****	****	****	****	||||	****		24			1	P
		26									****	****	****	****	****	||||	****		24			1	P
		27									****	*	**	****	****	****	||||			**		21			9	P
		28									****		***	****		*	*			*		||||	****		18		11	P

					仕切点数	=	17

*******	【	準決勝	】	*******

	No.																					1				2				3				4				5			11			12		合計		判定
		背番号　　　CSRP	CSRP	CSRP	CSRP	CSRP	CSRP	CSRP	　　順位

		15	　　　　****	****	****							*			****	****　　21			2	P
		17	　　　　*	**											****				*			**					　　10			9	
		18	　　　　					*														*	*		*	*		*			　　6		11	
		19	　　　　**			*									**			***								***　　11			8	
		20									***		*	*	****		***	****	****	****　　24			1	P
		21	　　　　	*				***		***	****				*		*									　13			7	
		22	　　　　****						*				*	**	*	*		*		*	****	　	16			5	P
		23	　　　　		***	*				****	****		***							***		18			4	P
		25	　　　　*	**	****											*		*		***		***		　15			6	P
		26	　　　　*				****	****	*	**	****	****	*					　21			2	P
		27								　						*		*														*											　3		12	
		28	　　　　　　　　***		***		*				*				*			*					　10			9	

					仕切点数	=	15

*******	【	決　　勝	】	*******

	背番号　No.		1		2		3		4		5	11	12		順位



		種　目						Cha	cha		
背番号　No.　1		2		3		4		5	11	12		順位
		15	　　　　2		2		2		4		4		1		2		1.0
		20	　　　　1		3		3		1		3		2		6		2.0
		22	　　　　3		5		4		2		2		5		1		4.0
		23	　　　　4		6		5		5		6		6		3		6.0
		25	　　　　5		4		6		6		5		3		4		5.0
		26	　　　　6		1		1		3		1		4		5		3.0

		種　目							Samba		
背番号　No.　1		2		3		4		5	11	12		順位	
		15	　　　　1		1		1		5		6		1		3		1.0
		20	　　　　2		4		3		1		3		3		4		2.0
		22	　　　　3		6		4		3		4		6		2		4.0
		23	　　　　5		5		5		2		1		5		1		5.0
		25	　　　　4		2		6		6		5		4		6		6.0
		26	　　　　6		3		2		4		2		2		5		3.0

		種　目							Rumba	
背番号　No.　1		2		3		4		5	11	12		順位		
		15	　　　　2		1		2		5		6		2		4		2.0
		20	　　　　1		5		1		1		3		1		3		1.0
		22	　　　　4		6		5		4		2		5		1		4.0
		23	　　　　3		4		4		3		1		3		2		3.0
		25	　　　　5		2		6		6		4		4		6		6.0
		26	　　　　6		3		3		2		5		6		5		5.0

		種　目					Paso	doble
背番号　No.　1		2		3		4		5	11	12		順位
		15	　　　　4		1		1		6		4		2		5		4.0
		20	　　　　1		5		3		1		3		1		2		1.0
		22	　　　　2		6		4		2		2		6		3		3.0
		23	　　　　3		2		5		4		1		5		1		2.0
		25	　　　　5		3		6		5		5		4		6		6.0
		26	　　　　6		4		2		3		6		3		4		5.0

総合成績表

背番号				Ｃ		Ｓ		Ｒ		Ｐ		　合計　	総合
		15	　　1.0	1.0	2.0	4.0		8.0		2.0
		20	　　2.0	2.0	1.0	1.0		6.0		1.0
		22	　　4.0	4.0	4.0	3.0	15.0		3.0
		23	　　6.0	5.0	3.0	2.0	16.0		4.0
		25	　　5.0	6.0	6.0	6.0	23.0		6.0
		26	　　3.0	3.0	5.0	5.0	16.0		5.0

*******	【	最終結果	】	******

背番号	　　　	選　手　氏　名　　			　　　	成　績						

　１４	安室　宏司　　　安室　時　　　　　　欠　場																									
　１５	高橋　慶二　　　波多野　ゆき枝　　　第２位				
　１６	行木　徹　　　　行木　義子　　　　　１予選																									
　１７	村社　一夫　　　村社　恵子　　　　　準決勝																									
　１８	岡田　文雄　　　横内　由紀江　　　　準決勝																									
　１９	藤江　貞治　　　藤江　加代子　　　　準決勝																									
　２０	加藤　勝　　　　加藤　光子　　　　　第１位					
　２１	白戸　隆雄　　　織田　ちえ子　　　　準決勝																									
　２２	米澤　文彦　　　山本　久美　　　　　第３位				
　２３	萩　聡　　　　　石山　マヤ　　　　　第４位					
　２４	岡田　晶己　　　岡田　眞利子　　　　１予選																									
　２５	小島　政廣　　　臼井　登美江　　　　第６位					
　２６	池内　剛視　　　近藤　智子　　　　　第５位					



　２７	玉川　公一　　　高田　詳恵　　　　　準決勝																									
　２８	伊藤　啓二　　　伊藤　篤子　　　　　準決勝																									

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

2021/05/23	A_Ｃ級ラテン競技会　CSR	アマ　ラテンアメリカン

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

*******	【	準決勝	】	*******

	No.																					6			8		10		13		14	合計		判定
		背番号								CSR	CSR	CSR	CSR	CSR	　　順位

		29							***	***	***	***	***		15			1	P
		30							***	***	***	*	*	***		14			3	P
		31									*						**	***	***			9			6	P
		32							***	***	**		***	***		14			3	P
		33								*		***	*				*		**				8			7	
		34							***		*		***	***			*		11			5	P
		35							*			*	*			*											4			8	
		36							***	***	***	***	***		15			1	P

					仕切点数	=		9

*******	【	決　　勝	】	*******

		種　目						Cha	cha	
背番号　	No	6		8	10	13	14		順位	
		29						2		2		5		4		2		2.0
		30						3		4		2		5		6		4.0
		31	　　　6		6		4		1		5		6.0
		32	　　　4		5		6		3		4		5.0
		34	　　　5		3		3		6		3		3.0
		36	　　　1		1		1		2		1		1.0

		種　目							Samba
背番号　	No	6		8	10	13	14		順位			
		29	　　　2		2		4		3		6		3.0
		30	　　　3		3		6		1		3		2.0
		31	　　　6		6		2		2		4		4.0
		32	　　　4		5		3		4		5		5.0
		34	　　　5		4		5		6		2		6.0
		36	　　　1		1		1		5		1		1.0

		種　目							Rumba
背番号　	No	6		8	10	13	14		順位			
		29	　　　2		2		6		4		3		2.0
		30	　　　3		3		5		5		2		3.0
		31	　　　6		6		3		2		5		6.0
		32	　　　5		5		4		3		6		5.0
		34	　　　4		4		2		6		4		4.0
		36	　　　1		1		1		1		1		1.0

総合成績表

背番号		　　	Ｃ		Ｓ		Ｒ			合計	総合
		29	　　　2.0	3.0	2.0		7.0		2.0
		30	　　　4.0	2.0	3.0		9.0		3.0
		31	　　　6.0	4.0	6.0	16.0		6.0
		32	　　　5.0	5.0	5.0	15.0		5.0



		34	　　　3.0	6.0	4.0	13.0		4.0
		36	　　　1.0	1.0	1.0		3.0		1.0

*******	【	最終結果	】	*****

背番号　　　　選　手　氏　名　　　　　　　成　績									

　２９	駒村　雅仁								高橋　則子					第２位									
　３０	工藤　哲夫								染谷　美利恵　　第３位										
　３１	萩原　俊二								萩原　陽子　　　第６位									
　３２	清河　延宏								岡村　千恵　　　第５位									
　３３	西村　昭宣								西村　陽子　　　準決勝																					
　３４	大野　剛志								井出　真理　　　４位									
　３５	松本　和男								松本　れい子　　準決勝																									
　３６	伊藤　昊輝								小川　詩乃　　　第１位										

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

2021/05/23	A_Ｄ級ラテン競技会	CR	アマ　ラテンアメリカン

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

*******	【	準決勝	】	*******

	No.								6		8	10	13	14	合計		判定
	背番号　　　CR	CR	CR	CR	CR	

		37　　　　**	**	**	**	**		10			1	P
		38	　				**	**	**	**	**		10			1	P
	

					仕切点数	=	10

*******	【	決　　勝	】	*******

		種　目						Cha	cha
背番号　	No.		6		8	10	13	14		順位		
		3									0		2		2		2		2		2.0
		38								0		1		1		1		1		1.0
	

									Rumba	
背番号　	No.		6		8	10	13	14		順位		
		37								0		2		2		2		2		2.0
		38								0		1		1		1		1		1.0
	

総合成績表

	背番号　　　			　　　　合計	総合
		37							2.0	2.0		4.0		2.0
		38							1.0	1.0		2.0		1.0
	

*******	【	最終結果	】	******

背番号	登録番号	級	選　手　氏　名　　　　　成　績																	

　３７	藤田　幹郎								藤田　久子　　　第２位													
　３８	伊藤　信隆								季　理佳　　　　第１位														



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

2021/05/23	A_Ｎ級ラテン競技会　CR	アマ　ラテンアメリカン

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

*******	【	準決勝	】	*******

	　　　													No	6	合計		判定
	背番号							CR	　　順位

		38								**			2			1	P
		39								**			2			1	P

					仕切点数	=		2

*******	【	決　　勝	】	*******

		種　目						Cha	cha		
背番号　	No.	6		順位
		38									1		1.0
		39									2		2.0

		種　目							Rumba	
背番号　	No.	6		順位		
		38									1		1.0
		39									2		2.0

総合成績表

背番号				Ｃ		Ｒ		合計	総合
		38								1.0	1.0		2.0		1.0
		39								2.0	2.0		4.0		2.0

*******	【	最終結果	】	******

背番号		　　　選　手　氏　名　　　　　成　績															

　３８	伊藤　信隆					季　理佳　　　　第１位														
　３９	山路　智彦					山路　邦子　　　第２位															
																								


