
              
  

1次予選　規定違反例 

           
 競技No001.　プロフェッショナル　スタンダード　選手権　カップル部門                         
              
       
 002 榎田隆宏 加藤冴英 1. 1:15～1:30に収まっていない                      
 068 加賀雄大 加賀康子 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                      
 102 波田悠介 栗田優香 1. 1:15～1:30に収まっていない 10. プロ予選は平
服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                     
 105 結城智史 増田千晴 1. 1:15～1:30に収まっていない                      
 142 山崎航 遠山理紗 1. 1:15～1:30に収まっていない 10. プロ予選は平服。準決 
決勝のみドレス着用可。を違反                     
 174 醍醐秀忠 東原茉梨奈 1. 1:15～1:30に収まっていない                      
 179 小野澤玲太 宇佐見裕子 1. 1:15～1:30に収まっていない                      
 192 原田浩史 滝田智子 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                                          
 252 野地雅人 石井友梨香 1. 1:15～1:30に収まっていない                                           
 308 石田剛 石田貴子 1. 1:15～1:30に収まっていない 10. プロ予選は平服。準決 
決勝のみドレス着用可。を違反                     
 309 杉野貴史 IREP 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                                           
 341 三木真 鈴木善子 1. 1:15～1:30に収まっていない                      
 349 新井洸樹 三木すみれ 1. 1:15～1:30に収まっていない                      
              
            
              
            
 競技No002.　プロフェッショナル　スタンダード　選手権　男子ソロ部門                         
 エントリーナンバー リーダー名 パートナー名 違反種別1 違反種別2 違反種別3                    
 023 金本龍源  10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                      
 054 田原真彦  10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                      
 342 三木真  1. 1:15～1:30に収まっていない                      
              
            
              
            
 競技No003.　プロフェッショナルスタンダード　選手権　女子ソロ部門                         
 エントリーナンバー リーダー名 パートナー名 違反種別1 違反種別2 違反種別3                    
 343 鈴木善子  1. 1:15～1:30に収まっていない                      
              
            
              
            



 競技No004　プロフェッショナル　ラテン・アメリカン　選手権　カップル部門                                            
 036 市川賢 北岡真苗 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                      
 059 安田充希 日高空 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                                            
 133 荒木宏尚 荒木頼子 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                                           
 147 宮本敦史 杉本朋子 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                      
 151 小林和久 長谷川結佳 1. 1:15～1:30に収まっていない 10. プロ予選は平
服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                                          
 189 佐藤綾 小島早稀 1. 1:15～1:30に収まっていない                      
 218 岡本浩輝 石塚正恵 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                                            
 263 猿田雄二 久保田幸 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                      
 271 川原田亮 杉下苑未 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                                            
 282 塩野龍弥 松野葵 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                      
 294 三室雄司 武藤慶子 1. 1:15～1:30に収まっていない 5. 明るさが平均化
されたフロアでない 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                    
 297 関勇人 長谷川真希 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                                            
 318 野村直人 山﨑かりん 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                                            
 334 伊藤光 中川サリ 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                      
              
            
              
            
 競技No005　プロフェッショナル　ラテン・アメリカン　選手権　男子ソロ部門                                                                  
 240 竹歳英樹  1. 1:15～1:30に収まっていない 10. プロ予選は平服。準決 
決勝のみドレス着用可。を違反                              
 346 伊藤光  1. 1:15～1:30に収まっていない 10. プロ予選は平服。準決 決勝の
みドレス着用可。を違反                     
 347 安田充希  1. 1:15～1:30に収まっていない                      
              
            
              
              
 競技No007　アマチュア　スタンダード　選手権　カップル部門                                            
 048 小林寛康 林由佳 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
 063 星野浩基 西尾成珠 1. 1:15～1:30に収まっていない                      
 078 椙本泰介 宮内めぐみ 1. 1:15～1:30に収まっていない                      
 107 石田茂之 矢野美帆子 1. 1:15～1:30に収まっていない                      
 141 井川毅 寺岡夏美 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
 145 大木大樹 大木風香 1. 1:15～1:30に収まっていない 11. アマ 予選は平
服。決勝のみドレス着用可。を違反                     
 148 藤森春樹 金山咲月 1. 1:15～1:30に収まっていない 3. 指定された音楽
を使用していない 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                    
 160 梅沢里玖 齋藤杏美 1. 1:15～1:30に収まっていない 11. アマ 予選は平
服。決勝のみドレス着用可。を違反                     
 163 大東哲平 大東にに 1. 1:15～1:30に収まっていない                      
 171 フォードカーク龍馬 臼杵綾夏 1. 1:15～1:30に収まっていない                                           
 244 矢島豪大 矢島瑞希 1. 1:15～1:30に収まっていない 11. アマ 予選は平
服。決勝のみドレス着用可。を違反                     
 255 小林潤一 小林麻衣 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                                            



 278 中村エドワード漸 中村エリザベス永理                       
 295 大熊和幸 吉田詩子 6. 色使い、暗転・スポット等の効果を使用している。                      
 307 佐藤哲太 佐藤里沙子 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
 320 小澤玲音 牧野果礼 1. 1:15～1:30に収まっていない                      
              
            
              
            
 競技No008　アマチュア　スタンダード　選手権　男子ソロ部門                                            
 046 廣瀬享平  1. 1:15～1:30に収まっていない                                             
 245 矢島豪大  11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                                             
             
              
            
 競技No010　アマチュア　ラテン・アメリカン　選手権　カップル部門                                            
 001 高橋海 和田享華 1. 1:15～1:30に収まっていない                      
 034 難波隆之 安田めぐみ 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反 8. 
撮影者が移動している。                     
 049 和田英樹 渡辺真由子 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                                           
 080 下川晃平 宍戸奈央 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                                           
 126 海野航平 疋田詩歩 1. 1:15～1:30に収まっていない                                            
 159 荒木崚平 上田桃加 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
 170 本郷米介 本郷千夏 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
 175 林正貴 佐田みづほ 1. 1:15～1:30に収まっていない 11. アマ 予選は平服。決
勝のみドレス着用可。を違反                     
 191 佐原安春 荒奈瑠美 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
 194 海老原拳人 タカギルナ 1. 1:15～1:30に収まっていない 11. アマ 予選は平
服。決勝のみドレス着用可。を違反                                           
 270 上浦光太郎 伊瀬祐貴子 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                                          
 279 中村エドワード漸 中村エリザベス永理 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用
可。を違反                      
 296 大熊和幸 吉田詩子 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                                         
 319 小澤玲音 牧野果礼 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
 326 波多野周 落合理紗子 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
 336 中西宣貴 谷原心蕗 1. 1:15～1:30に収まっていない 11. アマ 予選は平
服。決勝のみドレス着用可。を違反                    
              
              
    
 競技No012　アマチュア　ラテン・アメリカン　選手権　女子ソロ部門                                            
 277 牧野果礼  1. 1:15～1:30に収まっていない                      
              
            
              
            
              
            



              
            
 競技No013　プロフェッショナル スタンダード　B級戦　カップル部門                                                           
 047 三浦拓也 三浦弥生 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                      
 055 田原真彦 馬渕舞 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                      
 069 加賀雄大 加賀康子 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                      
 100 波田悠介 栗田優香 1. 1:15～1:30に収まっていない 10. プロ予選は平
服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                     
 140 山崎航 遠山理紗 1. 1:15～1:30に収まっていない 10. プロ予選は平服。準決 
決勝のみドレス着用可。を違反                     
 173 醍醐秀忠 東原茉梨奈 1. 1:15～1:30に収まっていない                      
 193 原田浩史 滝田智子 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                      
 224 石田剛 石田貴子 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                      
 225 大谷亮弥 井上奈美 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                                       
 253 野地雅人 石井友梨香 1. 1:15～1:30に収まっていない                                           
 287 アングル相貴 菊田和嘉子 1. 1:15～1:30に収まっていない                                          
 348 新井洸樹 三木すみれ 1. 1:15～1:30に収まっていない                      
              
            
              
            
 競技No014　プロフェッショナル スタンダード　B級戦　男子ソロ部門                                                                  
 024 金本龍源  10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                      
              
          
              
              
            
 競技No016　プロフェッショナル ラテン・アメリカン　B級戦　カップル部門                                            
 037 市川賢 北岡真苗 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                      
 060 安田充希 日高空 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                      
 067 落合哲朗 魚谷えりか 1. 1:15～1:30に収まっていない                      
 093 保栄茂勝己 井上直子 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                      
 103 三浦捷人 安樂城奈智 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                      
 132 荒木宏尚 荒木頼子 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                                          
 146 宮本敦史 杉本朋子 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                      
 152 小林和久 長谷川結佳 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                      
 169 中村明生 佐藤恵子 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                                           
 188 佐藤綾 小島早稀 1. 1:15～1:30に収まっていない                                           
 241 竹歳英樹 竹歳美由紀 1. 1:15～1:30に収まっていない 10. プロ予選は平
服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                     
 272 川原田亮 杉下苑未 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                                         
 325 佐藤和亀 工藤周子 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                                           
 345 加藤裕哉 小川舞子 1. 1:15～1:30に収まっていない 10. プロ予選は平
服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                     
              
            



              
            
 競技No017　プロフェッショナル ラテン・アメリカン　B級戦　男子ソロ部門                                            
 066 落合哲朗  1. 1:15～1:30に収まっていない                                            
 153 小林和久  10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                                          
 239 竹歳英樹  1. 1:15～1:30に収まっていない 10. プロ予選は平服。準決 
決勝のみドレス着用可。を違反                     
 251 高橋将貴  1. 1:15～1:30に収まっていない 10. プロ予選は平服。準決 
決勝のみドレス着用可。を違反                     
 269 藤村ティモシー忠  10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                      
              
              
      
              
            
 競技No019　アマチュア　スタンダード　B級戦　カップル部門                         
        
 032 濱田琉成 鈴木桜咲 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                                          
 045 菊地健男 河内登志子 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                                           
 076 武藤大輔 加藤あやか 1. 1:15～1:30に収まっていない                                            
 109 高橋海 和田享華 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
 182 大嶋隆義 秋吉花音 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                                          
 310 中村渓吾 河内春香 1. 1:15～1:30に収まっていない 11. アマ 予選は平
服。決勝のみドレス着用可。を違反                     
              
            
              
            
 競技No020　アマチュア　スタンダード　B級戦　男子ソロ部門                         
 エントリーナンバー リーダー名 パートナー名 違反種別1 違反種別2 違反種別3                    
 031 濱田琉成  11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
 180 大嶋隆義  11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
              
             
 競技No022　アマチュア　ラテン・アメリカン　B級戦　カップル部門                                            
 035 難波隆之 安田めぐみ 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
 042 石川慎司 髙田菜月 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
 050 和田英樹 渡辺真由子 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                                          
 106 徳永琢毅 徳永智恵美 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
 113 益田遥太 内田里香 1. 1:15～1:30に収まっていない 11. アマ 予選は平
服。決勝のみドレス着用可。を違反                     
 190 佐原安春 荒奈瑠美 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                                           
 262 遠藤智久 藤井マユ美 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反 1. 
1:15～1:30に収まっていない                     
 280 中村エドワード漸 中村エリザベス永理 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用
可。を違反                                          
 324 波多野周 落合理紗子 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
 333 川尻 幸司 長島 洋子 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      



 337 中西宣貴 谷原心蕗 1. 1:15～1:30に収まっていない 11. アマ 予選は平
服。決勝のみドレス着用可。を違反                     
              
         
              
            
              
            
 競技No023　アマチュア　ラテン・アメリカン　B級戦　男子ソロ部門                                            
 028 濱田琉成  11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
 161 難波隆之  1. 1:15～1:30に収まっていない 11. アマ 予選は平服。決
勝のみドレス着用可。を違反                     
              
       
 競技No025　プロフェッショナル　スタンダード　C級戦　カップル部門                                                                  
 021 廣實はかる 廣實美砂 1. 1:15～1:30に収まっていない 8. 撮影者が移動し
ている。 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                    
 033 森雅寿 森友花 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                      
 061 落合哲朗 魚谷えりか 1. 1:15～1:30に収まっていない                      
 077 髙橋佑介 蠣崎マリア 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                      
 139 山崎航 遠山理紗 1. 1:15～1:30に収まっていない 10. プロ予選は平服。準決 
決勝のみドレス着用可。を違反                     
 172 醍醐秀忠 東原茉梨奈 1. 1:15～1:30に収まっていない                                          
 216 鈴木勉 七海サヤカ 1. 1:15～1:30に収まっていない                                           
 288 アングル相貴 菊田和嘉子 1. 1:15～1:30に収まっていない                      
 315 田中慎一郎 田中彩 1. 1:15～1:30に収まっていない                                            
 327 立石ケント 稲葉寿里 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                      
              
            
              
            
 競技No026　プロフェッショナル　スタンダード　C級戦　男子ソロ部門                                            
 330 立石ケント  10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                      
              
            
              
            
 競技No027　プロフェッショナル　スタンダード　C級戦　女子ソロ部門                                               
 157 頼実幸絵  12. 画像編集、速度調整されている                      
              
      
 競技No028　プロフェッショナル　ラテン・アメリカン　C級戦　カップル部門                                            
 014 渡邉朋典 渡邉由加里 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                      
 096 吉永大輔 森田舞夢 5. 明るさが平均化されたフロアでない                      
 097 小林辰徳 木嶋洋子 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                      
 131 荒木宏尚 荒木頼子 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                      
              
        



              
            
 競技No029　プロフェッショナル　ラテン・アメリカン　C級戦　男子ソロ部門                                              
 250 高橋将貴  10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                      
              
            
              
            
         
 競技No031　アマチュア　スタンダード　C級戦　カップル部門                                            
 008 田中裕之 田中真澄 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                                            
 051 伊藤邦彦 村中まり子 1. 1:15～1:30に収まっていない                                         
 101 谷川祥太 日野藍 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
 125 照屋正男 照屋律子 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
 162 梅沢里玖 齋藤杏美 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
              
         
              
            
              
            
 競技No032　アマチュア　スタンダード　C級戦　男子ソロ部門                                           
 197 伊野波盛芳  11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
 300 末永一真  1. 1:15～1:30に収まっていない 11. アマ 予選は平服。決
勝のみドレス着用可。を違反                     
              
            
              
            
 競技No034　アマチュア　ラテン・アメリカン　C級戦　カップル部門                         
  
 040 石川慎司 髙田菜月 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                                           
 155 新居宇大 岩井万里佳 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                                            
 166 中村能基 佐藤香織 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                                          
 248 野村賢太郎 肥土夏実 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
 267 水野欽司 水野ひろ子 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
  
         
 競技No037　プロフェッショナル　スタンダード　D級戦　カップル部門                                           
 223 宮本敦史 杉本朋子 1. 1:15～1:30に収まっていない 10. プロ予選は平
服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                     
 235 水尻悠陽 畠中優衣 1. 1:15～1:30に収まっていない                      
 260 梅田慎太郎 熊井郁美 1. 1:15～1:30に収まっていない                      
 311 酒井凌 佐々木実穂 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                      
              
            
              
            



 競技No039　プロフェッショナル　スタンダード　D級戦　女子ソロ部門                                            
 099 木嶋洋子  1. 1:15～1:30に収まっていない                      
              
            
 競技No040　プロフェッショナル　ラテン・アメリカン　D級戦　カップル部門                                            
 005 渡辺裕之 佐々木真穂 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                      
 094 吉永大輔 森田舞夢 5. 明るさが平均化されたフロアでない                      
 276 服部一眞 西原明日蘭 5. 明るさが平均化されたフロアでない                      
              
            
              
            
 競技No041　プロフェッショナル　ラテン・アメリカン　D級戦　男子ソロ部門                                            
             
 233 高橋将貴  10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                      
              
            
              
            
              
           
              
            
 競技No043　アマチュア　スタンダード　D級戦　カップル部門                         
            
 124 照屋正男 照屋律子 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
 137 立石靖男 松本裕美 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
 165 片倉幹太 中山ここ 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
 177 佐藤義浩 佐藤まゆみ 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
 203 キャツキースティーブン 知花美和 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用
可。を違反                      
 231 黒石亮太 安田彩乃 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
 236 本間陽太 鈴木佳奈 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
 286 岡本真弥 仙田さくら 1. 1:15～1:30に収まっていない                      
              
            
              
            
 競技No044　アマチュア　スタンダード　D級戦　男子ソロ部門                                                                   
 073 伊藤奎斗  1. 1:15～1:30に収まっていない                      
 086 下園一心  1. 1:15～1:30に収まっていない 11. アマ 予選は平服。決
勝のみドレス着用可。を違反                                           
 301 末永一真  1. 1:15～1:30に収まっていない 11. アマ 予選は平服。決
勝のみドレス着用可。を違反                     
 314 上岡大和  1. 1:15～1:30に収まっていない 11. アマ 予選は平服。決
勝のみドレス着用可。を違反                     
 335 前田経一  1. 1:15～1:30に収まっていない 11. アマ 予選は平服。決
勝のみドレス着用可。を違反                     



              
            
              
            
 競技No045　アマチュア　スタンダード　D級戦　女子ソロ部門                                                                 
 087 下園架乃  1. 1:15～1:30に収まっていない                                          
              
            
 競技No046　アマチュア　ラテン・アメリカン　D級戦　カップル部門                                            
 039 石川慎司 髙田菜月 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                                           
 083 北原昌弘 山本弘美 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
 085 下園一心 下園架乃 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反 6. 
色使い、暗転・スポット等の効果を使用している。                                          
 154 新居宇大 岩井万里佳 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                                                                  
 266 水野欽司 水野ひろ子 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
 281 川崎翔ノ介 古川織絵 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
              
            
              
            
              
         
              
            
              
          
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            



              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            



              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            



              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            



              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            



              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            



              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            



              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            



              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            



              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            



              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            



              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            



              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            



              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            



              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            



              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            



              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            



              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            



              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            



              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            



              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            



              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
 競技No001.　プロフェッショナル　スタンダード　選手権　カップル部門                         



 エントリーナンバー リーダー名 パートナー名 違反種別1 違反種別2 違反種別
3                    
 002 榎田隆宏 加藤冴英 1. 1:15～1:30に収まっていない                      
 068 加賀雄大 加賀康子 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を
違反                      
 102 波田悠介 栗田優香 1. 1:15～1:30に収まっていない 10. プロ予選は
平服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                     
 105 結城智史 増田千晴 1. 1:15～1:30に収まっていない                      
 142 山崎航 遠山理紗 1. 1:15～1:30に収まっていない 10. プロ予選は平服。準
決 決勝のみドレス着用可。を違反                     
 174 醍醐秀忠 東原茉梨奈 1. 1:15～1:30に収まっていない                      
 179 小野澤玲太 宇佐見裕子 1. 1:15～1:30に収まっていない                      
 192 原田浩史 滝田智子 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を
違反                      
 229 北之坊太郎 藤原佳穂里                       
 252 野地雅人 石井友梨香 1. 1:15～1:30に収まっていない                      
 264 大澤隆一 林佳奈          
             
 291 友井田将来 小野田のぞみ                       
 308 石田剛 石田貴子 1. 1:15～1:30に収まっていない 10. プロ予選は平服。準
決 決勝のみドレス着用可。を違反                     
 309 杉野貴史 IREP 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                      
 331 田中大輔 太田郁奈                       
 340 岡田 直人 若槻 絵里子                       
 341 三木真 鈴木善子 1. 1:15～1:30に収まっていない                      
 349 新井洸樹 三木すみれ 1. 1:15～1:30に収まっていない                      
              
            
              
            
 競技No002.　プロフェッショナル　スタンダード　選手権　男子ソロ部門                         
 エントリーナンバー リーダー名 パートナー名 違反種別1 違反種別2 違反種別
3                    
 023 金本龍源  10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                      
 054 田原真彦  10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                      
 342 三木真  1. 1:15～1:30に収まっていない                      
              
            
              
            
 競技No003.　プロフェッショナルスタンダード　選手権　女子ソロ部門                         
 エントリーナンバー リーダー名 パートナー名 違反種別1 違反種別2 違反種別
3                    



 343 鈴木善子  1. 1:15～1:30に収まっていない                      
              
            
              
            
 競技No004　プロフェッショナル　ラテン・アメリカン　選手権　カップル部門                         
 エントリーナンバー リーダー名 パートナー名 違反種別1 違反種別2 違反種別
3                    
 036 市川賢 北岡真苗 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                      
 059 安田充希 日高空 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                      
 095 保栄茂勝己 井上直子                       
 133 荒木宏尚 荒木頼子 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を
違反                      
 136 若松祐樹 藤澤翠美花                       
 144 宮内隼輔 尾崎沙織                       
 147 宮本敦史 杉本朋子 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を
違反                      
 151 小林和久 長谷川結佳 1. 1:15～1:30に収まっていない 10. プロ予選は
平服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                     
 176 山﨑博道 輿石美穂                       
 184 関琢磨 岩田明日可                       
 189 佐藤綾 小島早稀 1. 1:15～1:30に収まっていない                      
 218 岡本浩輝 石塚正恵 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を
違反                      
 222 新井健伊稚 新井由紀子                       
 263 猿田雄二 久保田幸 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を
違反                      
 271 川原田亮 杉下苑未 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を
違反                      
 275 中村公紀 大塩香澄                       
 282 塩野龍弥 松野葵 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                      
 294 三室雄司 武藤慶子 1. 1:15～1:30に収まっていない 5. 明るさが平均
化されたフロアでない 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                    
 297 関勇人 長谷川真希 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                      
 313 田中慎一郎 田中彩                       
 318 野村直人 山﨑かりん 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を
違反                      
 323 佐藤和亀 工藤周子                       
 334 伊藤光 中川サリ 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                      
              
            
              
            



 競技No005　プロフェッショナル　ラテン・アメリカン　選手権　男子ソロ部門                         
 エントリーナンバー リーダー名 パートナー名 違反種別1 違反種別2 違反種別
3                    
 129 松岡孝宣                        
 240 竹歳英樹  1. 1:15～1:30に収まっていない 10. プロ予選は平服。準
決 決勝のみドレス着用可。を違反                     
 249 東海林祐介                        
 299 野地雅人           
             
 346 伊藤光  1. 1:15～1:30に収まっていない 10. プロ予選は平服。準決 決勝
のみドレス着用可。を違反                     
 347 安田充希  1. 1:15～1:30に収まっていない                      
              
            
              
            
 競技No006　プロフェッショナル　ラテン・アメリカン　選手権　女性ソロ部門                         
 エントリーナンバー リーダー名 パートナー名 違反種別1 違反種別2 違反種別
3                    
 053 木下なつ                        
 186 武藤慶子                        
 293 榊美央                        
              
            
              
            
 競技No007　アマチュア　スタンダード　選手権　カップル部門                         
 エントリーナンバー リーダー名 パートナー名 違反種別1 違反種別2 違反種別
3                    
 048 小林寛康 林由佳 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
 063 星野浩基 西尾成珠 1. 1:15～1:30に収まっていない                      
 078 椙本泰介 宮内めぐみ 1. 1:15～1:30に収まっていない                      
 107 石田茂之 矢野美帆子 1. 1:15～1:30に収まっていない                      
 141 井川毅 寺岡夏美 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
 145 大木大樹 大木風香 1. 1:15～1:30に収まっていない 11. アマ 予選は
平服。決勝のみドレス着用可。を違反                     
 148 藤森春樹 金山咲月 1. 1:15～1:30に収まっていない 3. 指定された音
楽を使用していない 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                    
 160 梅沢里玖 齋藤杏美 1. 1:15～1:30に収まっていない 11. アマ 予選は
平服。決勝のみドレス着用可。を違反                     
 163 大東哲平 大東にに 1. 1:15～1:30に収まっていない                      
 171 フォードカーク龍馬 臼杵綾夏 1. 1:15～1:30に収まっていない                      
 230 鈴木宏之 岡田敦子                       



 234 田沢拓都 中谷有沙                       
 244 矢島豪大 矢島瑞希 1. 1:15～1:30に収まっていない 11. アマ 予選は
平服。決勝のみドレス着用可。を違反                     
 255 小林潤一 小林麻衣 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
 261 松本福太郎 髙橋里奈                       
 278 中村エドワード漸 中村エリザベス永理                       
 295 大熊和幸 吉田詩子 6. 色使い、暗転・スポット等の効果を使用している。                      
 307 佐藤哲太 佐藤里沙子 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
 320 小澤玲音 牧野果礼 1. 1:15～1:30に収まっていない                      
              
            
              
            
 競技No008　アマチュア　スタンダード　選手権　男子ソロ部門                         
 エントリーナンバー リーダー名 パートナー名 違反種別1 違反種別2 違反種別
3                    
 046 廣瀬享平  1. 1:15～1:30に収まっていない                      
 150 木谷友紀                        
 245 矢島豪大  11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
 256 小林潤一           
             
              
            
 競技No009　アマチュア　スタンダード　選手権　女子ソロ部門                         
 エントリーナンバー リーダー名 パートナー名 違反種別1 違反種別2 違反種別
3                    
 123 長谷川真優                        
 254 宮崎莉子                        
              
            
              
            
 競技No010　アマチュア　ラテン・アメリカン　選手権　カップル部門                         
 エントリーナンバー リーダー名 パートナー名 違反種別1 違反種別2 違反種別
3                    
 001 高橋海 和田享華 1. 1:15～1:30に収まっていない                      
 034 難波隆之 安田めぐみ 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違
反 8. 撮影者が移動している。                     
 049 和田英樹 渡辺真由子 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
 058 安部友通 折原詩乃         
              
 062 星野浩基 西尾成珠                       
 074 武藤大輔 加藤あやか                       



 080 下川晃平 宍戸奈央 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
 108 石田茂之 矢野美帆子                       
 126 海野航平 疋田詩歩 1. 1:15～1:30に収まっていない                      
 149 大木大樹 大木風香                       
 159 荒木崚平 上田桃加 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
 170 本郷米介 本郷千夏 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
 175 林正貴 佐田みづほ 1. 1:15～1:30に収まっていない 11. アマ 予選は平服。
決勝のみドレス着用可。を違反                     
 191 佐原安春 荒奈瑠美 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
 194 海老原拳人 タカギルナ 1. 1:15～1:30に収まっていない 11. アマ 予選は
平服。決勝のみドレス着用可。を違反                     
 237 中原紳吾 花田夢佳         
              
 270 上浦光太郎 伊瀬祐貴子 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
 273 澤田勇 高見柚季          
             
 279 中村エドワード漸 中村エリザベス永理 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス
着用可。を違反                      
 296 大熊和幸 吉田詩子 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
 303 永島啓矢 宮﨑佑希                       
 319 小澤玲音 牧野果礼 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
 326 波多野周 落合理紗子 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
 336 中西宣貴 谷原心蕗 1. 1:15～1:30に収まっていない 11. アマ 予選は
平服。決勝のみドレス着用可。を違反                     
 338 滝下司 大城小住萌                       
              
            
              
            
 競技No011　アマチュア　ラテン・アメリカン　選手権　男子ソロ部門                         
 エントリーナンバー リーダー名 パートナー名 違反種別1 違反種別2 違反種別
3                    
 064 星野浩基                        
 110 高橋海                        
 238 中原紳吾           
             
              
            
              
            
 競技No012　アマチュア　ラテン・アメリカン　選手権　女子ソロ部門                         
 エントリーナンバー リーダー名 パートナー名 違反種別1 違反種別2 違反種別
3                    



 277 牧野果礼  1. 1:15～1:30に収まっていない                      
              
            
              
            
              
            
              
            
 競技No013　プロフェッショナル スタンダード　B級戦　カップル部門                         
 エントリーナンバー リーダー名 パートナー名 違反種別1 違反種別2 違反種別
3                    
 003 榎田隆宏 加藤冴英                       
 047 三浦拓也 三浦弥生 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を
違反                      
 055 田原真彦 馬渕舞 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                      
 069 加賀雄大 加賀康子 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を
違反                      
 100 波田悠介 栗田優香 1. 1:15～1:30に収まっていない 10. プロ予選は
平服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                     
 140 山崎航 遠山理紗 1. 1:15～1:30に収まっていない 10. プロ予選は平服。準
決 決勝のみドレス着用可。を違反                     
 173 醍醐秀忠 東原茉梨奈 1. 1:15～1:30に収まっていない                      
 183 小野澤玲太 宇佐見裕子                       
 193 原田浩史 滝田智子 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を
違反                      
 224 石田剛 石田貴子 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                      
 225 大谷亮弥 井上奈美 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を
違反                      
 228 北之坊太郎 藤原佳穂里                       
 253 野地雅人 石井友梨香 1. 1:15～1:30に収まっていない                      
 259 菊池瑛哲 白石和美                       
 265 大澤隆一 林佳奈          
             
 283 塩野龍弥 松野葵                       
 287 アングル相貴 菊田和嘉子 1. 1:15～1:30に収まっていない                      
 290 友井田将来 小野田のぞみ                       
 332 岡田拓磨 工藤桃子                       
 348 新井洸樹 三木すみれ 1. 1:15～1:30に収まっていない                      
              
            
              
            



 競技No014　プロフェッショナル スタンダード　B級戦　男子ソロ部門                         
 エントリーナンバー リーダー名 パートナー名 違反種別1 違反種別2 違反種別
3                    
 004 榎田隆宏                        
 006 浅井陽平                        
 024 金本龍源  10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                      
 292 友井田将来                        
 304 大澤隆一           
             
              
            
              
            
 競技No015　プロフェッショナル スタンダード　B級戦　女子ソロ部門                         
 エントリーナンバー リーダー名 パートナー名 違反種別1 違反種別2 違反種別
3                    
 289 小野田のぞみ                        
 305 林佳奈            
            
              
            
              
            
 競技No016　プロフェッショナル ラテン・アメリカン　B級戦　カップル部門                         
 エントリーナンバー リーダー名 パートナー名 違反種別1 違反種別2 違反種別
3                    
 037 市川賢 北岡真苗 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                      
 060 安田充希 日高空 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                      
 067 落合哲朗 魚谷えりか 1. 1:15～1:30に収まっていない                      
 093 保栄茂勝己 井上直子 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を
違反                      
 103 三浦捷人 安樂城奈智 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を
違反                      
 132 荒木宏尚 荒木頼子 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を
違反                      
 135 若松祐樹 藤澤翠美花                       
 146 宮本敦史 杉本朋子 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を
違反                      
 152 小林和久 長谷川結佳 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を
違反                      
 169 中村明生 佐藤恵子 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を
違反                      
 185 梅田慎太郎 熊井郁美                       



 188 佐藤綾 小島早稀 1. 1:15～1:30に収まっていない                      
 219 齊藤淳 向山恵生                       
 241 竹歳英樹 竹歳美由紀 1. 1:15～1:30に収まっていない 10. プロ予選は
平服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                     
 272 川原田亮 杉下苑未 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を
違反                      
 298 林智也 田中裕子                       
 312 田中慎一郎 田中彩                       
 325 佐藤和亀 工藤周子 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を
違反                      
 328 立石ケント 稲葉寿里                       
 345 加藤裕哉 小川舞子 1. 1:15～1:30に収まっていない 10. プロ予選は
平服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                     
              
            
              
            
 競技No017　プロフェッショナル ラテン・アメリカン　B級戦　男子ソロ部門                         
 エントリーナンバー リーダー名 パートナー名 違反種別1 違反種別2 違反種別
3                    
 066 落合哲朗  1. 1:15～1:30に収まっていない                      
 130 松岡孝宣                        
 134 若松祐樹                        
 153 小林和久  10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                      
 158 立石啓                        
 239 竹歳英樹  1. 1:15～1:30に収まっていない 10. プロ予選は平服。準
決 決勝のみドレス着用可。を違反                     
 251 高橋将貴  1. 1:15～1:30に収まっていない 10. プロ予選は平服。準
決 決勝のみドレス着用可。を違反                     
 269 藤村ティモシー忠  10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を
違反                      
              
            
              
            
 競技No018　プロフェッショナル ラテン・アメリカン　B級戦　女子ソロ部門                         
 エントリーナンバー リーダー名 パートナー名 違反種別1 違反種別2 違反種別
3                    
 052 木下なつ                        
 138 藤澤翠美花                        
 156 頼実幸絵                        
              
            



              
            
 競技No019　アマチュア　スタンダード　B級戦　カップル部門                         
 エントリーナンバー リーダー名 パートナー名 違反種別1 違反種別2 違反種別
3                    
 022 南雲駿 南雲真世          
             
 032 濱田琉成 鈴木桜咲 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
 044 山内祥太 伊藤さき                       
 045 菊地健男 河内登志子 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
 065 小宮太郎 石田真吏                       
 076 武藤大輔 加藤あやか 1. 1:15～1:30に収まっていない                      
 079 椙本泰介 宮内めぐみ                       
 104 徳永琢毅 徳永智恵美                       
 109 高橋海 和田享華 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
 182 大嶋隆義 秋吉花音 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
 242 遠藤智久 藤井マユ美                       
 302 白石智輝 斎藤葵                       
 310 中村渓吾 河内春香 1. 1:15～1:30に収まっていない 11. アマ 予選は
平服。決勝のみドレス着用可。を違反                     
              
            
              
            
 競技No020　アマチュア　スタンダード　B級戦　男子ソロ部門                         
 エントリーナンバー リーダー名 パートナー名 違反種別1 違反種別2 違反種別
3                    
 031 濱田琉成  11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
 180 大嶋隆義  11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
 181 秋吉花音                        
              
            
              
            
 競技No021　アマチュア　スタンダード　B級戦　女子ソロ部門                         
 エントリーナンバー リーダー名 パートナー名 違反種別1 違反種別2 違反種別
3                    
 030 鈴木桜咲                        
              
            
              
            
 競技No022　アマチュア　ラテン・アメリカン　B級戦　カップル部門                         



 エントリーナンバー リーダー名 パートナー名 違反種別1 違反種別2 違反種別
3                    
 035 難波隆之 安田めぐみ 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
 042 石川慎司 髙田菜月 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
 050 和田英樹 渡辺真由子 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
 075 武藤大輔 加藤あやか                       
 106 徳永琢毅 徳永智恵美 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
 113 益田遥太 内田里香 1. 1:15～1:30に収まっていない 11. アマ 予選は
平服。決勝のみドレス着用可。を違反                     
 190 佐原安春 荒奈瑠美 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
 213 比嘉玲王 山元そら                       
 232 牧野裕太 牧野彩香                       
 262 遠藤智久 藤井マユ美 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違
反 1. 1:15～1:30に収まっていない                     
 280 中村エドワード漸 中村エリザベス永理 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス
着用可。を違反                      
 285 岡本真弥 仙田さくら                       
 322 高松諒 畑実里                       
 324 波多野周 落合理紗子 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
 333 川尻 幸司 長島 洋子 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
 337 中西宣貴 谷原心蕗 1. 1:15～1:30に収まっていない 11. アマ 予選は
平服。決勝のみドレス着用可。を違反                     
 339 滝下司 大城小住萌                       
              
            
              
            
 競技No023　アマチュア　ラテン・アメリカン　B級戦　男子ソロ部門                         
 エントリーナンバー リーダー名 パートナー名 違反種別1 違反種別2 違反種別
3                    
 028 濱田琉成  11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
 161 難波隆之  1. 1:15～1:30に収まっていない 11. アマ 予選は平服。
決勝のみドレス着用可。を違反                     
 215 比嘉玲王           
             
              
            
              
            
 競技No024　アマチュア　ラテン・アメリカン　B級戦　女子ソロ部門                         
 エントリーナンバー リーダー名 パートナー名 違反種別1 違反種別2 違反種別
3                    
 027 鈴木桜咲                        



 116 有持香            
            
 214 山元そら                        
              
            
              
            
 競技No025　プロフェッショナル　スタンダード　C級戦　カップル部門                         
 エントリーナンバー リーダー名 パートナー名 違反種別1 違反種別2 違反種別
3                    
 009 渡辺裕之 佐々木真穂                       
 021 廣實はかる 廣實美砂 1. 1:15～1:30に収まっていない 8. 撮影者が移動
している。 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                    
 033 森雅寿 森友花 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                      
 061 落合哲朗 魚谷えりか 1. 1:15～1:30に収まっていない                      
 077 髙橋佑介 蠣崎マリア 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を
違反                      
 139 山崎航 遠山理紗 1. 1:15～1:30に収まっていない 10. プロ予選は平服。準
決 決勝のみドレス着用可。を違反                     
 172 醍醐秀忠 東原茉梨奈 1. 1:15～1:30に収まっていない                      
 205 谷崎成彦 藤村ゆきえ                       
 216 鈴木勉 七海サヤカ 1. 1:15～1:30に収まっていない                      
 217 高田光輝 佐藤美香                       
 227 北之坊太郎 藤原佳穂里                       
 258 菊池瑛哲 白石和美                       
 288 アングル相貴 菊田和嘉子 1. 1:15～1:30に収まっていない                      
 315 田中慎一郎 田中彩 1. 1:15～1:30に収まっていない                      
 317 上村宏行 堀内由紀                       
 327 立石ケント 稲葉寿里 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を
違反                      
              
            
              
            
 競技No026　プロフェッショナル　スタンダード　C級戦　男子ソロ部門                         
 エントリーナンバー リーダー名 パートナー名 違反種別1 違反種別2 違反種別
3                    
 330 立石ケント  10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                      
              
            
              
            
 競技No027　プロフェッショナル　スタンダード　C級戦　女子ソロ部門                         



 エントリーナンバー リーダー名 パートナー名 違反種別1 違反種別2 違反種別
3                    
 026 佐藤淳子                        
 157 頼実幸絵  12. 画像編集、速度調整されている                      
 329 稲葉寿里                        
              
            
              
            
 競技No028　プロフェッショナル　ラテン・アメリカン　C級戦　カップル部門                         
 エントリーナンバー リーダー名 パートナー名 違反種別1 違反種別2 違反種別
3                    
 014 渡邉朋典 渡邉由加里 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を
違反                      
 096 吉永大輔 森田舞夢 5. 明るさが平均化されたフロアでない                      
 097 小林辰徳 木嶋洋子 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を
違反                      
 131 荒木宏尚 荒木頼子 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を
違反                      
 187 佐藤綾 小島早稀                       
 204 市川槙之輔 正岡ちさと                       
 220 齊藤淳 向山恵生                       
 257 菊池瑛哲 白石和美                       
              
            
              
            
 競技No029　プロフェッショナル　ラテン・アメリカン　C級戦　男子ソロ部門                         
 エントリーナンバー リーダー名 パートナー名 違反種別1 違反種別2 違反種別
3                    
 221 齊藤淳                        
 250 高橋将貴  10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                      
              
            
              
            
 競技No030　プロフェッショナル　ラテン・アメリカン　C級戦　女子ソロ部門                         
 エントリーナンバー リーダー名 パートナー名 違反種別1 違反種別2 違反種別
3                    
 098 木嶋洋子                        
              
            



              
            
 競技No031　アマチュア　スタンダード　C級戦　カップル部門                         
 エントリーナンバー リーダー名 パートナー名 違反種別1 違反種別2 違反種別
3                    
 008 田中裕之 田中真澄 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
 019 亀谷亨 亀谷智美                       
 043 山内祥太 伊藤さき                       
 051 伊藤邦彦 村中まり子 1. 1:15～1:30に収まっていない                      
 057 藤井義裕 大石幸子                       
 071 奥田凌平 滕真由美                       
 092 小平省二 小平真弓                       
 101 谷川祥太 日野藍 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
 125 照屋正男 照屋律子 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
 162 梅沢里玖 齋藤杏美 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
 168 冬野英和 冬野朋子                       
 284 武藤新一 武藤美代子                       
              
            
              
            
 競技No032　アマチュア　スタンダード　C級戦　男子ソロ部門                         
 エントリーナンバー リーダー名 パートナー名 違反種別1 違反種別2 違反種別
3                    
 197 伊野波盛芳  11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
 300 末永一真  1. 1:15～1:30に収まっていない 11. アマ 予選は平服。
決勝のみドレス着用可。を違反                     
              
            
              
            
 競技No034　アマチュア　ラテン・アメリカン　C級戦　カップル部門                         
 エントリーナンバー リーダー名 パートナー名 違反種別1 違反種別2 違反種別
3                    
 007 竹内健太郎                        
 015 小宮太郎 石田真吏                       
 020 亀谷亨 亀谷智美                       
 038 菊地健男 河内登志子                       
 040 石川慎司 髙田菜月 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
 056 野村拓斗 和田小桜                       
 084 北原昌弘 山本弘美                       
 090 梅原明 今村順子                       
 091 小平省二 小平真弓                       



 128 海野航平 疋田詩歩                       
 155 新居宇大 岩井万里佳 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
 164 片倉幹太 中山ここ                       
 166 中村能基 佐藤香織 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
 202 キャツキースティーブン 知花美和                       
 212 比嘉玲王 山元そら                       
 248 野村賢太郎 肥土夏実 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
 267 水野欽司 水野ひろ子 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
 321 高松諒 畑実里                       
 344 川崎翔ノ介 古川織絵                       
              
            
              
            
 競技No035　アマチュア　ラテン・アメリカン　C級戦　男子ソロ部門                         
 エントリーナンバー リーダー名 パートナー名 違反種別1 違反種別2 違反種別
3                    
 072 吉田慶佑                        
 118 岸本久明           
             
 167 中村能基                        
              
            
              
            
 競技No036　アマチュア　ラテン・アメリカン　C級戦　女子ソロ部門                         
 エントリーナンバー リーダー名 パートナー名 違反種別1 違反種別2 違反種別
3                    
 011 柳麻希子           
             
 115 有持香            
            
 121 崎原妙子           
             
 200 玉城利奈           
             
 208 渡邊千加代           
             
 211 金良みゆき                        
 226 三吉るあ                        
 247 肥土夏実                        
 316 中島芽玖                        



              
            
              
            
 競技No037　プロフェッショナル　スタンダード　D級戦　カップル部門                         
 エントリーナンバー リーダー名 パートナー名 違反種別1 違反種別2 違反種別
3                    
 223 宮本敦史 杉本朋子 1. 1:15～1:30に収まっていない 10. プロ予選は
平服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                     
 235 水尻悠陽 畠中優衣 1. 1:15～1:30に収まっていない                      
 260 梅田慎太郎 熊井郁美 1. 1:15～1:30に収まっていない                      
 311 酒井凌 佐々木実穂 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                      
              
            
              
            
 競技No039　プロフェッショナル　スタンダード　D級戦　女子ソロ部門                         
 エントリーナンバー リーダー名 パートナー名 違反種別1 違反種別2 違反種別
3                    
 099 木嶋洋子  1. 1:15～1:30に収まっていない                      
              
            
 競技No040　プロフェッショナル　ラテン・アメリカン　D級戦　カップル部門                         
 エントリーナンバー リーダー名 パートナー名 違反種別1 違反種別2 違反種別
3                    
 005 渡辺裕之 佐々木真穂 10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を
違反                      
 094 吉永大輔 森田舞夢 5. 明るさが平均化されたフロアでない                      
 276 服部一眞 西原明日蘭 5. 明るさが平均化されたフロアでない                      
              
            
              
            
 競技No041　プロフェッショナル　ラテン・アメリカン　D級戦　男子ソロ部門                         
 エントリーナンバー リーダー名 パートナー名 違反種別1 違反種別2 違反種別
3                    
 025 金本龍源           
             
 233 高橋将貴  10. プロ予選は平服。準決 決勝のみドレス着用可。を違反                      
              
            
              
            



 競技No042　プロフェッショナル　ラテン・アメリカン　D級戦　女子ソロ部門                         
 エントリーナンバー リーダー名 パートナー名 違反種別1 違反種別2 違反種別
3                    
 246 佐々木真穂                        
              
            
              
            
 競技No043　アマチュア　スタンダード　D級戦　カップル部門                         
 エントリーナンバー リーダー名 パートナー名 違反種別1 違反種別2 違反種別
3                    
 013 中村晴義 中村文子                       
 041 山内祥太 伊藤さき                       
 082 林俊男 林妙子           
            
 088 北原昌弘 山本弘美                       
 124 照屋正男 照屋律子 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
 137 立石靖男 松本裕美 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
 165 片倉幹太 中山ここ 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
 177 佐藤義浩 佐藤まゆみ 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
 203 キャツキースティーブン 知花美和 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス
着用可。を違反                      
 231 黒石亮太 安田彩乃 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
 236 本間陽太 鈴木佳奈 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
 286 岡本真弥 仙田さくら 1. 1:15～1:30に収まっていない                      
              
            
              
            
 競技No044　アマチュア　スタンダード　D級戦　男子ソロ部門                         
 エントリーナンバー リーダー名 パートナー名 違反種別1 違反種別2 違反種別
3                    
 018 喜友名進           
             
 073 伊藤奎斗  1. 1:15～1:30に収まっていない                      
 086 下園一心  1. 1:15～1:30に収まっていない 11. アマ 予選は平服。
決勝のみドレス着用可。を違反                     
 112 高橋爽                        
 196 伊野波盛芳                        
 268 日下尚之           
             
 301 末永一真  1. 1:15～1:30に収まっていない 11. アマ 予選は平服。
決勝のみドレス着用可。を違反                     



 314 上岡大和  1. 1:15～1:30に収まっていない 11. アマ 予選は平服。
決勝のみドレス着用可。を違反                     
 335 前田経一  1. 1:15～1:30に収まっていない 11. アマ 予選は平服。
決勝のみドレス着用可。を違反                     
              
            
              
            
 競技No045　アマチュア　スタンダード　D級戦　女子ソロ部門                         
 エントリーナンバー リーダー名 パートナー名 違反種別1 違反種別2 違反種別
3                    
 012 柳麻希子           
             
 016 芦川友稀                        
 087 下園架乃  1. 1:15～1:30に収まっていない                      
 119 崎原妙子                        
 206 渡邊千加代           
             
 209 金良みゆき                        
 243 新井菜月                        
 274 岩城令佳           
             
              
            
              
            
 競技No046　アマチュア　ラテン・アメリカン　D級戦　カップル部門                         
 エントリーナンバー リーダー名 パートナー名 違反種別1 違反種別2 違反種別
3                    
 039 石川慎司 髙田菜月 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
 081 林俊男 林妙子           
            
 083 北原昌弘 山本弘美 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
 085 下園一心 下園架乃 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違
反 6. 色使い、暗転・スポット等の効果を使用している。                     
 089 梅原明 今村順子                       
 122 照屋正男 照屋律子         
              
 127 海野航平 疋田詩歩                       
 154 新居宇大 岩井万里佳 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
 195 MichaelPuntenney ZenaidaPuntenney       
              
  



 201 キャツキースティーブン 知花美和                       
 266 水野欽司 水野ひろ子 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
 281 川崎翔ノ介 古川織絵 11. アマ 予選は平服。決勝のみドレス着用可。を違反                      
              
            
              
            
 競技No047　アマチュア　ラテン・アメリカン　D級戦　男子ソロ部門                         
 エントリーナンバー リーダー名 パートナー名 違反種別1 違反種別2 違反種別
3                    
 070 吉田慶佑                        
 111 高橋爽            
            
 117 岸本久明           
             
 198 伊野波盛芳                        
              
            
              
            
 競技No048　アマチュア　ラテン・アメリカン　D級戦　女子ソロ部門                         
 エントリーナンバー リーダー名 パートナー名 違反種別1 違反種別2 違反種別
3                    
 010 柳麻希子           
             
 017 芦川友稀                        
 114 有持香            
            
 120 崎原妙子                        
 143 山脇真珠                        
 178 岩城令佳                        
 199 玉城利奈                        
 207 渡邊千加代           
             
 210 金良みゆき                        
 306 佐藤エミリー                        
              
            
              
            
              
            



              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            



              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            



              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            



              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            



              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            



              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            



              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            



              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            



              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            



              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            



              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            



              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            



              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            



              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            



              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            



              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            



              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            



              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            



              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            



              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            



              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            



              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            



              
            
              
            
              
            
              
              
              
         
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
           


