
中級中級中級中級    スローフォックストロットスローフォックストロットスローフォックストロットスローフォックストロット１１１１    

 

フェザーステップ                  SQQ 

リバースターン                   SQQSQQ 

スリーステップ                   SQQ 

ナチュラルターンの 3 歩目まで            SQQ 

オープンインピタス                 SQQ 

ナチュラルターン ツー アウトサイドスイベル アンド フェザーエンディング 

                       SQQSSQQS 

リバースターン                   （S）QQSQQ 

ホバーテレマーク                  SQQS 

（ＯＰから）カーブドフェザー ツー バック フェザー     （S）QQSQQS 

リバース ウェーブの 4 歩目から 9 歩目まで       SQQSSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

    中級中級中級中級    ルンバルンバルンバルンバ１１１１    

 

オープンポジションから      

カール       ２・３・４・１×２ 

キキィウォーク      ２・３・４・１×２ 

ベーシック      ２・３・４・１×２ 

ナチュラルトップ      ２・３・４・１×３ 

オープニングアウト     ２・３・４・１×３ 

スパイラル（ファンポジションへ）    ２・３・４・１ 

ホッケイスティック（オーバーターン）    ２・３・４・１×２ 

ニューヨーク（3 回）     ２・３・４・１×３ 

アイーダ       ２・３・４・１ 

キューバンロック      ２・３・４・１ 

スプリッドキューバンブレイク    ２＆３・４・１ 

フェンシング・ソロスピン     ２・３・４・１ 

サイドステップ（2 回）     ２・３・４・１×２ 

クガラチャ（2 回）      ２・３・４・１×２ 

スリーアレマーナ      ２・３・４・１×３ 

コンティニィアスヒップツイスト    ２・３・４・１×２ 

ロープスピニング      ２・３・４・１×２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    中級中級中級中級    ワルツワルツワルツワルツ１１１１    

 

3 から入る 

ナチュラルスピンターン                １・２・３ １・２・３ 

リバースターンの後半                １・２・３ 

ダブルリバーススピン                １・２＆３ 

ドラグヘジテーション                １・２・３ 

バックロック                     １・２＆３ 

アウトサイドチェンジ                １・２・３ 

ナチュラルスピンターン （オーバーターン）    １・２・３  １・２・３ 

ターニングロック                  １＆２・３ 

ナチュラルターンの前半              １・２・３ 

オープンインピタス                   １・２・３ 

ナチュラル ランニング ウイーブ            １＆２・３ 

ティプルシャッセ                    １・２＆３ 

（リバースピボット） 

スローアウェー オーバースェイ             １・２・３ １・２・３ 

ホバーツーPP                       １・２・３ 

シャッセ フロム PP                  １・２＆３ 

ナチュラル スピンターン                １・２・３ １・２・３ 

リバースターンの後半                 １・２・３ 

 

 

 

 

 

 

 



中級中級中級中級チャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャ１１１１    

 

キューバンブレイク          ２＆３＆４＆１（2 回） 

クロスベーシック           ２・３・４＆１（2 回） 

ファンからホッケイスティックのオーバーターン   ２・3・4＆1（４回） 

ニューヨーク３回からスポットターン     ２・３・４＆１（４回） 

フォローマイリーダー               ２・３・４＆１（４回） 

スリーチャチャ（バック&フォワード） ２・３・４＆１  ２＆３ ４＆１ （２回） 

スウィートハート （ファンポジションへ）          ２・３・４＆１（４回） 

アレマーナ            ２・３・４＆１（２回） 

ロープスピニング         ２・３・４＆１（２回） 

スパイラルターン         ２・３・４＆１（２回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



中級 タンゴ １ 

 

ウォーク                                  ＳＳ 

ファイブステップ                             ＱＱＳ＆S 

プロムナードリンク                           ＳＱＱ 

ウォーク                                  ＳＳ 

オープンリバースターン レディ アウトサイド          ＱＱＳＱＱＳ 

アウトサイドスィベル                         Ｓ＆Ｓ＆Ｓ＆ 

プロムナードタップ                           ＱＱ 

プロムナードターン                           ＳＱＱＳ 

ロックターン                               （Ｓ）ＱＱＳＱＱＳ 

プログレッシブリンク                          ＱＱ 

ナチュラルツイストターン                       ＳＱＱSＱＱ 

クローズドプロムナード                         ＳＱＱＳ 

バックコルテ                               ＳＱＱＳ 

ウォーク                                 ＳＳ 

フォーラウェイリバース アンド スリップピボット         ＱＱＱＱ 

コントラチェック                            ＳＱＱ 

チェス                                  ＳＱＱＱＱＱ＆Ｑ 

クローズドプロムナード                        ＳＱＱＳ 

バックコルテ                              ＳＱＱＳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



中級 サンバ １ 

 

ベーシック   3 回                    Ｓ＆Ｓ   3 回 

クローズドロック                       ＳＱＱＳＱＱＳＱＱ 

リバースターン   2 回                 Ｓ＆Ｓ   4 回 

ホイスク   2 往復                   Ｓ＆Ｓ   4 回 

サンバウォーク   2 回                 Ｓ＆Ｓ   2 回 

ローリング ジ アーム                  Ｓ＆Ｓ   2 回 

サンバウォーク   2 回                 Ｓ＆Ｓ   2 回 

ローリング ジ アーム                  Ｓ＆Ｓ   2 回 

サンバウォーク  3 回                  Ｓ＆Ｓ   3 回 

サイドサンバウォーク                   Ｓ＆Ｓ 

シャドウ ボタホゴ   2 往復             Ｓ＆Ｓ   4 回 

クリス クロス                       Ｓ＆Ｓ&Ｓ＆Ｓ  2 回 

ホイスク                          Ｓ＆Ｓ 

  



中 級  クイックステップ １ 

 

クォーターターン ツー ライト   SQQS 

プログレッシブ シャッセ      SQQSS 

フォワード ロック         （S）QQSS 

ナチュラル スピンターン      （S）QQSSS 

V・6                （S）QQSSQQS 

クォーターターン ツー ライト  8 分の 3 回転  （S）QQS 

ティプル シャッセ         （S）QQSQQSS 

クォーターターン ツー ライト   （S）QQS 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

フォア・クィックラン        SQQQQSS 

ナチュラル・スピンターン      （S）QQSSS 

プログレッシブシャッセ       SQQSS 

ナチュラルターン ウイズ ヘジテーション （S）QQSSS 

ライトシャッセ 

 （プログレッシブシャッセ ツー ライト）  SQQSS 

バックロック            （S）QQSS 

 

  

  



中級中級中級中級    ジジジジ    ャャャャ    イイイイ    ブブブブ１１１１    

 

フォーラウェイロック                       ＱＱ・ＱaＱ・ＱaＱ 

フォーラウェイ・スローアウェイ                 ＱＱ・ＱaＱ・ＱaＱ 

リンク                                ＱＱ・ＱaＱ・ＱaＱ 

チェンジオブプレース・ライトツーレフト       ＱＱ・ＱaＱ・ＱaＱ 

チェンジオブプレース・レフトツー＾ライト   ＱＱ・ＱaＱ・ＱaＱ 

チェンジオブ・ビハインドバック    ＱＱ・ＱaＱ・ＱaＱ×２ 

ヒップバンプ      ＱＱ・ＱａＱ・a・ＱａＱ×２ 

ストップアンドゴウ      ＱＱ・ＱａＱ・ＱＱ・ＱaＱ 

リンク       ＱＱ・ＱaＱ・ＱaＱ 

ムーチ      ＱＱＱＱＱＱＱＱ・ＱaＱ・ＱＱＱＱＱＱＱＱ・ＱaＱ” 

  



中級  パソドブレ１ 

 

イントロ        （１～４まで聞く） 

シュールプラス        ５，６，７，８ 

シックスティーン        １～１６ 

フォーラウェイリバース       １～８ 

セパレーション        １～８ 

シンコペーテッド・セパレーション       

    １,２,３,４,５，６，７，８＆１＆２，３＆４、５，６，７，８ 

シャッセ         １，２＆３，４， 

シュールプラス        ５，６，７，８ 

シャッセケープ  

     １,２,３,４,５,６,７,８＆１,２,３,４＆５，６，７，８＆１，２，３，４ 

スパニッシュライン        １～４ 


