
1 2 3 4 5 6 7
ノービス ルンバ 3 78 74 77 16 10

しのき かわじり かねまき みのわ とむろ たなか
わじま おおしま ひらいで はまい うすざわ とうじょう

パソドブレ 74 3 17 16 10
かねまき しのき はせがわ とむろ たなか
おおしま おくずみ たなか はまい すぎさわ

ジャイブ 3 18 17 74 10 64
しのき ふくしま はせがわ かねまき たなか しむら

さいとう さいとう すぎさわ とうじょう たじま おくずみ

ライジング チャチャチャ 26 30 3 57 45 77
おおもり くぼ しのき へんみ たきた みのわ
おがわ おおさわ よこやま おくずみ せきね おおもり

サンバ 74 3 78 18 4 13
かねまき しのき かわじり ふくしま よしだ よしだ

くぼ よこやま わじま あまかわ さかい たじま

ジャイブ 78 35 48 27 50 5
かわじり ひらた えびづか ふじわら ふじわら こたき

くぼ おくむら えんどう あそう はまい みやら

ウィナーズ チャチャチャ 37 56 53 51 1 22
あおやま わだ いとう こうの たけしま うちだ
わじま さかい はまい あおやま さいとう あんどう

ルンバ 2 56 1 40 63 18
いけだ わだ たけしま さいとう こすぎ ふくしま

やまもと あんどう せきね さいとう たかせき えじま

パソドブレ 1 22 37 12 32 47
たけしま うちだ あおやま いそやま つぼい みつい
たかせき あいば さいとう さかい よこやま さくらぎ

オープン サンバ 7 56 22 17 12 72
さくま わだ うちだ はせがわ いそやま まえだ
よしだ からき いいむろ わだ かじやま ながおか

ジャイブ 22 34 37 12 32 13
うちだ かとう あおやま いそやま つぼい よしだ

かじやま よしだ からき ちだ いいむろ おおさわ

ドリーム チャチャチャ 74 3 73 80 2 22
かねまき しのき いのうえ えじま いけだ うちだ
あんらく さわい いいむろ おおえ さいとう まえだ

ルンバ 3 74 73 80 63 2
しのき かねまき いのうえ えじま こすぎ いけだ
さわい あんらく いいむろ おおえ ひらいで さいとう

ワルツ 56 70 32 22 65 1
わだ しんぼう つぼい うちだ わだ たけしま

やまざき まえだ こばやし さわい ひなもと あんどう

タンゴ 56 70 80 73 1 72
わだ しんぼう えじま いのうえ たけしま まえだ

やまざき まえだ しもむら おおえ あんどう はまい

ノービス ワルツ 3 16 77 18 10 78 64
しのき とむろ みのわ ふくしま たなか かわじり しむら

さくらぎ せきね はやし ねもと ひらいで すぎさわ とうじょう

タンゴ 17 3 18 16 78 35
はせがわ しのき ふくしま とむろ かわじり ひらた
おくずみ たじま せきね たかせき とうじょう ねもと

クイック 3 10 16 18 17 64 55
しのき たなか とむろ ふくしま はせがわ しむら おか

とうじょう おくずみ ねもと たかせき さくらぎ たじま せきね

ライジング タンゴ 45 74 26 37 8 27
たきた かねまき おおもり あおやま うと ふじわら
しみず あんらく おおしま さくらぎ あんどう まつい

フォックストロット 45 3 21 26 66 47
たきた しのき わたなべ おおもり たかはし みつい

おくむら おおしま あんどう おおもり みやら わじま

クイック 33 26 74 78 66 41
すずき おおもり かねまき かわじり たかはし おがわ

さいとう はまい わじま おおさわ しみず なかじま

ウィナーズ ワルツ 12 80 70 32 73 26
いそやま えじま しんぼ つぼい いのうえ おおもり
あんどう たかせき はまい わじま みやら くぼ

フォックストロット 22 32 39 74 73 70
うちだ つぼい すずき かねまき いのうえ しんぼ

ひらいで さいとう おくずみ おおさわ ながおか はやし

ヴィニーズ 80 73 11 50 3 21
えじま いのうえ たかはし ふじわら しのき わたなべ

さいとう おかもと あんどう くぼ おおえ おくむら

オープン タンゴ 56 80 22 70 73 1
わだ えじま うちだ しんぼ いのうえ たけしま

かじやま おくむら そう たかぎ えびづか えじま

クイック 32 22 70 1 11 4
つぼい うちだ しんぼ たけしま たかはし よしだ
そう ひなもと おおもり おくむら おおえ あんどう

カップ スタンダード 80 61 22 40 39 32
えじま たかぎ うちだ さいとう すずき つぼい
えじま くぼ やまざき さいとう そう からき

F 2 1 6 3 4 5
T 2 4 1 3 5 6
Vw 2 3 1 6 4 5
合計 6 8 8 12 13 16
※同点の場合は、規定フィガーが正確な方を優先しております（審査員の先生のご指示により）

ラテン 37 80 73 51 1 32
あおやま えじま いのうえ こうの たけしま つぼい

わだ えじま たけおか よしだ たけしま からき
R 1 2 3 4 6 5
C 1 3 4 2 5 6
J 1 4 3 6 2 5
合計 3 9 10 12 13 16


