
9月16日　日本武道館

ギャラクシーマスターズ及び併催競技会出場選手リスト（プロボールルーム） （水色及び青色は招待・シード選手）

登録番号 リーダー氏名 フリガナ パートナー氏名 フリガナ 級 所属教室 所属 ギャラクシー ライジング シニア

0269 芦川 憲治 ｱｼｶﾜ ｹﾝｼﾞ 佐藤 博子 ｻﾄｳ ﾋﾛｺ B アイニーダンススタジオ 東部 ●

0642 天野 功 ｱﾏﾉ ｲｻｵ 天野 麻美子 ｱﾏﾉ ﾏﾐｺ B アマノダンススクール 東部 ● ●

01002095 新井 優斗 ｱﾗｲ ﾕｳﾄ 森 由希 ﾓﾘ ﾕｷ A 安東ダンススクール JBDF東部 ●

0611 有原 良義 ｱﾘﾊﾗ ｶｽﾞﾖｼ 前田 馨 ﾏｴﾀﾞ ｶｵﾙ D 笹生ダンススタジオ 東部 ● ●

Arunas Bizokas ｱﾙｰﾅｽ・ﾋﾞｿﾞｰｶｽ Katusha Demidova ｶﾁｭｰｼｬ･ﾃﾞﾐﾄﾞｳﾞｧ USA ●

0227 池田 彰宏 ｲｹﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 小島 律子 ｺｼﾞﾏ ﾘﾂｺ A 池田ダンススタジオ 東部 ●

0637 池本 規恒 ｲｹﾓﾄ ﾉﾘﾁｶ 樫本 真実 ｶｼﾓﾄ ﾏﾐ A イケモトダンスワールド 東部 ●

01001602 井﨑 健太 ｲｻﾞｷ ｹﾝﾀ 伊藤 沙織 ｲﾄｳ ｻｵﾘ A 西岡ダンススクール JBDF東部 ●

石井 誠治 ｲｼｲ ｾｲｼﾞ 石井 あさみ ｲｼｲ ｱｻﾐ A インフィニットボールルームダンススタジオ 九州 ●

0010 石川 浩之 ｲｼｶﾜ ﾋﾛﾕｷ 菅野 純代 ｽｶﾞﾉ ｽﾐﾖ A イシカワヒロユキダンススタジオ 東部 ● ●

0353 石田 武 ｲｼﾀﾞ ﾀｹｼ 箕尾 美春 ﾐﾉｵ ﾐﾊﾙ B ダンスフォレスト 東部 ●

KP2-1 石橋 大輔 ｲｼﾊﾞｼ ﾀﾞｲｽｹ 石橋 美和 ｲｼﾊﾞｼ ﾐﾜ A 石橋ダンススクール 全九州 ●

0004 石原 正敏 ｲｼﾊﾗ ﾏｻﾄｼ 横山 晴巳 ﾖｺﾔﾏ ﾊﾙﾐ A サード・ダンススクール&STAR ROAD DANCE CENTER 東部 ●

0240 石巻 健吾 ｲｼﾏｷ ｹﾝｺﾞ 中嶋 美枝子 ﾅｶｼﾏ ﾐｴｺ C シノダ・ソシアルダンス 東部 ●

0413 一条 まこと ｲﾁｼﾞｮｳ ﾏｺﾄ 一条 みわこ ｲﾁｼﾞｮｳ ﾐﾜｺ A 一条ダンススタジオ 東部 ● ● ●



0400 一條 正雄 ｲﾁｼﾞｮｳ ﾏｻｵ 小林 良子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼｺ C 東部 ●

0627 伊藤 英裕 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾋﾛ 伊藤 美穂 ｲﾄｳ ﾐﾎ A 白幡ダンススクール 東部 ●

17110187 岩佐 晃次 ｲﾜｻ ｺｳｼﾞ 若木 敬子 ﾜｶｷ ｹｲｺ A イワサコウジ・ダンスアカデミー 西部 ● ●

0449 岩崎 祐一 ｲﾜｻｷ ﾕｳｲﾁ 三井 なおみ ﾐﾂｲ ﾅｵﾐ A M・トモミスポーツダンスクラブ 東部 ●

0569 岩田 亮二 ｲﾜﾀ ﾘｮｳｼﾞ 加﨑 万智 ｶｻﾞｷ ﾏﾁ A 青柳ダンスアカデミー 東部 ● ●

Wu Hao ｳ･ﾊｵ Ding Nan ﾃﾞｨﾝ･ﾅﾝ China ●

0298 打越 美智夫 ｳﾁｺｼ ﾐﾁｵ 打越 珠恵 ｳﾁｺｼ ﾀﾏｴ A ウチコシミチオダンススタジオD2 東部 ● ●

0268 内田 真史 ｳﾁﾀﾞ ﾏｻﾌﾐ 小村 明美 ｺﾑﾗ ｱｹﾐ A 　　　　　　　　　/小村ダンスファクトリー 東部 ●

KP3-5 内山 良太 ｳﾁﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 内山 真由美 ｳﾁﾔﾏ ﾏﾕﾐ A ダンス教室エイト 九州 ● ●

0638 宇土 曜史 ｳﾄﾞ ﾖｳｼﾞ 伊藤 未途 ｲﾄｳ ﾐｽﾞ A ダンス スタジオ アジール 東部 ● ●

0575 大内 孝則 ｵｵｳﾁ ﾀｶﾉﾘ 松岡 礼 ﾏﾂｵｶ ｱﾔ C 松竹ダンスプラザ 東部 ● ●

4-290 太田 雅士 ｵｵﾀ ﾏｻｼ 川澄 清香 ｶﾜｽﾐ ｻﾔｶ A ニシダダンススタジオ JDC中部 ● ●

0601 大竹 道雄 ｵｵﾀｹ ﾐﾁｵ 高田 美穂子 ﾀｶﾀﾞ ﾐﾎｺ A オオタケダンススクール 東部 ● ●

03000332 大塚 裕倫 ｵｵﾂｶ ﾋﾛﾐﾁ 大塚 まい ｵｵﾂｶ ﾏｲ A ダンススタジオ ソワール JBDF中部 ● ● ●

6-227 王野 振稔 ｵｵﾉ ﾉﾌﾞﾄｼ 王野 亜紀 ｵｵﾉ ｱｷ A ミウラダンス教室 JDC九州 ● ●

4-286 岡 俊宏 ｵｶ ﾄｼﾋﾛ 平出 瑞紀 ﾋﾗﾃﾞ ﾐｽﾞｷ A 中川雄太ダンスアカデミー JDC中部 ● ●

0556 岡崎 可寿智 ｵｶｻﾞｷ ｶｽﾞﾁ 矢﨑 芳子 ﾔｻﾞｷ ﾖｼｺ B 東部 ●

CP-2 沖野 智征 ｵｷﾉ ﾄﾓﾕｷ 中村 綾子 ﾅｶﾑﾗ ｱﾔｺ C ダンススクール　ロイヤル 中部 ● ● ●



0514 小野 大輔 ｵﾉ ﾀﾞｲｽｹ 中村 佳菜 ﾅｶﾑﾗ ｶﾅ A サード・ダンススクール 東部 ●

0643 小野寺 国市 ｵﾉﾃﾞﾗ ｸﾆｲﾁ 藤井 洋子 ﾌｼﾞｲ ﾖｳｺ D KSCダンススタジオ/アマノダンスクラブ 東部 ●

0592 勝俣 広 ｶﾂﾏﾀ ﾋﾛｼ 札 京子 ﾌﾀﾞ ｷｮｳｺ C 蔵の街ダンススタジオFuda 東部 ● ●

0081 加藤 眞一 ｶﾄｳ ｼﾝｲﾁ 秋谷 くみ ｱｷﾔ ｸﾐ B ダンス大塚会館/松竹ダンスプラザ 東部 ●

0219 金久保 幸夫 ｶﾅｸﾎﾞ ﾕｷｵ 勝山 エミ ｶﾂﾔﾏ ｴﾐ A 　　　　　　/ダンススクール・エメラルド 東部 ● ●

0640 河合 雄大 ｶﾜｲ ﾕｳﾀ 磯江 麻衣 ｲｿｴ ﾏｲ D フジワラダンスアカデミー 東部 ● ●

0309 河内 俊典 ｶﾜｳﾁ ﾄｼﾉﾘ 佐藤 アイナ ｻﾄｳ ｱｲﾅ B 　　　　　　　　　/結城ダンス教室 東部 ● ●

0455 川口 剛 ｶﾜｸﾞﾁ ﾂﾖｼ 小林 春香 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ C 東部 ● ●

0161 菊池 和春 ｷｸﾁ ｶｽﾞﾊﾙ 酒井 恵美 ｻｶｲ ｴﾐ A フジイダンススクール/ダンスジャルダン大森山王ステューディオ 東部 ● ●

0165 木下 聡明 ｷﾉｼﾀ ﾄｼｱｷ 山内 砂穂 ﾔﾏｳﾁ ｻﾎ A 木下ダンスワールド 東部 ●

0585 木村 勇 ｷﾑﾗ ﾕｳｷ 伊藤 瑞穂 ｲﾄｳ ﾐｽﾞﾎ A ケヅカテツオダンスアカデミー 東部 ●

0115 楠谷 喜洋 ｸｽﾀﾆ ﾖｼﾋﾛ 楠谷 恵 ｸｽﾀﾆ ﾒｸﾞﾐ A 片山ダンススクール 東部 ●

0462 栗原 秀雄 ｸﾘﾊﾗ ﾋﾃﾞｵ 大山 聡子 ｵｵﾔﾏ ｻﾄｺ A 栗原ダンス倶楽部 東部 ●

0484 毛塚 陽康 ｹﾂﾞｶ ﾖｳｺｳ 毛塚 美穂 ｹﾂﾞｶ ﾐﾎ A 門前仲町毛塚ダンスアートアカデミー 東部 ●

Kenneth Woo Chi Man ｹﾈｽ･ｳｰﾁﾏﾝ Alice Cheung Yuen Yi ｱﾘｽ･ﾁｪﾝﾕｴﾝｲ Hong Kong ● ●

KP3-34 上妻 秀典 ｺｳﾂﾞﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ 大神 ひとみ ｵｵｶﾞ ﾋﾄﾐ A スタジオ　アンゲリック 九州 ● ●

0307 越川 真人 ｺｼｶﾜ ﾏｻﾄ 越川 民子 ｺｼｶﾜ ﾀﾐｺ A コシカワダンススクール 東部 ●

0324 小平 寛 ｺﾀﾞｲﾗ ﾋﾛｼ 上村 美保 ｳｴﾑﾗ ﾐﾎ A コダイラヒロシダンススクール 東部 ●



01002029 後藤 啓太 ｺﾞﾄｳ ｹｲﾀ 後藤 深雪 ｺﾞﾄｳ ﾐﾕｷ B ハチヤダンスアカデミー JBDF東部 ●

01002144 小松 拓哉 ｺﾏﾂ ﾀｸﾔ 小松 七菜 ｺﾏﾂ ﾅﾅ B たにどうダンスワールド JBDF東部 ●

全KP3-8 小牟田 徹 ｺﾑﾀ ﾄｵﾙ 小牟田 実華 ｺﾑﾀ ﾐｶ A イシバシケンタダンススタジオ 九州 ● ●

3-762 斉藤 達哉 ｻｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 八木 恵里香 ﾔｷﾞ ｴﾘｶ A 武田ダンススクール JDC東部 ●

0305 櫻井 朝之 ｻｸﾗｲ ﾄﾓﾕｷ 木須 サオリ ｷｽ ｻｵﾘ A 小嶋鉄治ダンススタジオ 東部 ●

0349 佐藤 昭仁 ｻﾄｳ ｱｷﾋﾄ 林 由子 ﾊﾔｼ ﾖｼｺ C スタジオ・ダンシング 東部 ●

0273 佐藤 功 ｻﾄｳ ｲｻｵ 草野 悦子 ｸｻﾉ ｴﾂｺ B ワールドステップ 東部 ●

01002155 佐藤 純平 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 亀山 聡美 ｶﾒﾔﾏ ｻﾄﾐ A 篠田忠ダンスカレッジ/檜山ダンススクール JBDF東部 ●

0092 佐藤 雅志 ｻﾄｳ ﾏｻｼ 澤 奈未 ｻﾜ ﾅﾐ C アマノダンスクラブ 東部 ●

Jeffrey Ramiento ｼﾞｪﾌﾚｲ･ﾗﾐｴﾝﾄ Tan Bee Lee ﾀﾝ･ﾋﾞｰ･ﾘｰ Singapore ●

0357 Shao Shuai ｼｮｳ ｽｲ 田中 彩恵 ﾀﾅｶ ｻｴ A Dance PATIO T&T/ヨコミチダンスプラザ 東部 ●

01001989 末安 祐一郎 ｽｴﾔｽ ﾕｳｲﾁﾛｳ 木村 友華 ｷﾑﾗ ﾕｶ A 毛塚ダンスアートアカデミー JBDF東部 ●

09110029 杉嶋 浩和 ｽｷﾞｼﾏ ﾋﾛｶｽﾞ 小柳 麻里 ｺﾔﾅｷﾞ ﾏﾘ A ECHO　DANCE　COMPANY 西部 ● ●

0394 杉村 浩也 ｽｷﾞﾑﾗ ﾋﾛﾔ 山梨 智美 ﾔﾏﾅｼ ﾄﾓﾐ C スタジオWITHテライダンスカンパニー 東部 ●

0553 杉山 勇 ｽｷﾞﾔﾏ ｲｻﾑ 杉山 美樹 ｽｷﾞﾔﾏ ﾐｷ A ダンスアート杉山 東部 ● ●

01-001692 鈴木 啓 ｽｽﾞｷ ｱｷﾗ 古川 玲奈 ﾌﾙｶﾜ ﾚｲﾅ A AIR Dance Longe JBDF東部 ●

0605 鈴木 康友 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾄﾓ 鈴木 海美 ｽｽﾞｷ ｳﾐ A 高円寺 毛塚ダンス教室 東部 ●

Stas Portanenko ｽﾀｽ ﾎﾟﾙﾀﾈﾝｺ Nataliya Kolyada ﾅﾀﾘﾔ ｺﾘｬｰﾀﾞ Ukrane ●



0329 世古宗 弘一 ｾｺﾑﾈ ｺｳｲﾁ 世古宗 友子 ｾｺﾑﾈ ﾄﾓｺ A セコムネ ダンス フィールド 東部 ●

Sergey Sutyrin ｾﾙｹﾞｲ･ｽﾃｨﾘﾝ Natalia Sazhina ﾅﾀﾘｱ･ｻｼﾞｰﾅ Russia ●

0495 髙田 信行 ﾀｶﾀﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 嶋田 弥生 ｼﾏﾀﾞ ﾔﾖｲ B タカダダンススクール 東部 ● ●

0432 高橋朋博 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾋﾛ 髙橋 亜里子 ﾀｶﾊｼ ｱﾘｺ B TOMOダンススタジオ 東部 ● ● ●

全KP3-10 田口 裕登 ﾀｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ 榎田 真麻 ｴﾉｷﾀﾞ ﾏｱｻ B ダンス教室エイト 全九州 ● ●

0549 田中 雄大 ﾀﾅｶ ﾀｹﾋﾛ 小倉 さゆり ｵｸﾞﾗ ｻﾕﾘ A 東部 ● ●

01001329 田村 晃男 ﾀﾑﾗ ｱｷｵ 若尾 律 ﾜｶｵ ﾘﾂ A 高田馬場ナカザワダンススタジオ JBDF東部 ●

0450 朝増 拓哉 ﾁｮｳｿｳ ﾀｸﾔ 中川 千秋 ﾅｶｶﾞﾜ ﾁｱｷ A スズキイチロー・ダンスアカデミー 東部 ●

15110169 津々路 大介 ﾂﾂﾞﾛ ﾀﾞｲｽｹ 津々路 恭子 ﾂﾂﾞﾛ ｷｮｳｺ B CoCoエレガンス総合学院 西部 ● ●

David Hu Hui ﾃﾞｲﾋﾞｯﾄﾞ･ﾌ･ﾌｲ Vanessa Fan Man Seung ﾊﾞﾈｯｻ･ﾌｧﾝ･ﾏﾝ･ｾｳﾝｸﾞ Hong Kong ● ●

Terran Liu ﾃﾗﾝ･ﾘｩ Rosalie  Hwang ﾛｻﾞﾘｰ･ﾌﾜﾝｸﾞ Chinese Taipei ● ●

0360 当麻 眞示 ﾄｳﾏ ｼﾝｼﾞ 木村 佳代子 ｷﾑﾗ ｶﾖｺ A 横浜ダンス学院 東部 ● ●

3-0788 徳永 勝洸 ﾄｸﾅｶﾞ ｶﾂﾋﾛ 徳永 智美 ﾄｸﾅｶﾞ ｻﾄﾐ B Top Step K JDC東部 ● ●

KP3-11 富田 宗嗣 ﾄﾐﾀ ﾑﾈﾂｸﾞ 富田 陽子 ﾄﾐﾀ ﾖｳｺ A トミタボールルームダンスアカデミー 全九州 ●

0540 長島 玄起 ﾅｶﾞｼﾏ ｹﾞﾝｷ 鈴木 英香 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞｺ B タカマツダンススクール 東部 ● ●

0067 中嶋 秀樹 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾃﾞｷ 中嶋 美喜 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｷ A コダマ・ボールルームダンス・スタジオ 東部 ●

1391 長島 大志 ﾅｶﾞｼﾏ ﾋﾛｼ 中尾 友美 ﾅｶｵ ﾕﾐ B JBDF東部 ● ●

0318 中島 宗一 ﾅｶｼﾏ ﾑﾈｶｽﾞ 佐久間 久美子 ｻｸﾏ ｸﾐｺ B 東部 ●



全KP3-15 楢林 明博 ﾅﾗﾊﾞﾔｼ ｱｷﾋﾛ 糸山 由里子 ｲﾄﾔﾏ ﾕﾘｺ A コレットダンススタジオ 九州 ● ● ●

0625 新里 真明 ﾆｲｻﾞﾄ ﾏｻｱｷ 新里 久美子 ﾆｲｻﾞﾄ ｸﾐｺ A ニイザトダンスアカデミー 東部 ● ●

3-671 西尾 浩一 ﾆｼｵ ｺｳｲﾁ 下田 藍 ｼﾓﾀﾞ ｱｲ A 武田ダンススクール JDC東部 ●

0047 西原 光熙 ﾆｼﾊﾗ ｺｳｷ 西原 典子 ﾆｼﾊﾗ ﾉﾘｺ A ニシハラコウキダンスアカデミー 東部 ●

3-645 花田 諭 ﾊﾅﾀﾞ ｻﾄｼ 花田 みずほ ﾊﾅﾀﾞ ﾐｽﾞﾎ A シライシダンススタジオ JDC東部 ●

0619 羽村 康弘 ﾊﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ 中原 千景 ﾅｶﾊﾗ ﾁｶｹﾞ A 羽村ダンススクール 東部 ● ●

0128 林 俊徳 ﾊﾔｼ ﾄｼﾉﾘ 林 曜子 ﾊﾔｼ ﾖｳｺ B ホールセントラル 東部 ●

05000077 原田 和征 ﾊﾗﾀﾞ ｶｽﾞﾏｻ 田原 良子 ﾀﾊﾗ ﾖｼｺ A 原田ダンススクール JBDF九州 ●

01002272 原田 浩史 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛﾌﾐ 滝田 智子 ﾀｷﾀ ﾄﾓｺ B ジェイズダンスアカデミー EJBDF東部 ● ●

09110016 東 晋一 ﾋｶﾞｼ ｼﾝｲﾁ 東 耀子 ﾋｶﾞｼ ﾖｳｺ A アドバンス ダンス スタジオ 西部 ● ● ●

0336 樋口 暢哉 ﾋｸﾞﾁ ﾉﾌﾞﾔ 柴田 早綾香 ｼﾊﾞﾀ ｻﾔｶ A ミヤジマヒデユキダンススクール 東部 ●

0645 平岡 雅司 ﾋﾗｵｶ ﾏｻｼ 藤本 亜弥 ﾌｼﾞﾓﾄ ｱﾔ C 平岡ダンススクール 東部 ● ●

0641 蛭田 康平 ﾋﾙﾀ ｺｳﾍｲ 山本 菜緒 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵ A 助川ダンス教室 東部 ●

0100-2285 廣島 悠仁 ﾋﾛｼﾏ ﾕｳｼﾞ 石渡 ありさ ｲｼﾜﾀ ｱﾘｻ A 奥山ダンススクール JBDF東部 ● ●

0487 藤井 柳樹 ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳｼﾞ 丸山 雅子 ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻｺ C 藤井ダンススクール 東部 ●

0190 藤村 寿志 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾋｻｼ 福島 洋子 ﾌｸｼﾏ ﾖｳｺ B 　　　　　　　　　　 東部 ● ● ●

0237 藤原 全史 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｻﾌﾐ 増田 恵実 ﾏｽﾀﾞ ｴﾐ A フジワラダンスアカデミー 東部 ●

0647 保坂 直伸 ﾎｻｶ ﾅｵﾉﾌﾞ 保坂 佳奈 ﾎｻｶ ｶﾅ B SOCIAL DANCING CLUB TEAM 東部 ● ●



00101823 本多 龍士 ﾎﾝﾀﾞ ﾘｮｳｼﾞ 戎野 紗与 ｴﾋﾞｽﾉ ｻﾖ A 檜山ダンススクール/柳田ダンススクール JBDF東部 ●

0205 正藤 隆史 ﾏｻﾄｳ ﾀｶｼ 正藤 智子 ﾏｻﾄｳ ﾄﾓｺ A 正藤ダンススクール 東部 ●

0008 増山 誠記 ﾏｽﾔﾏ ｾｲｷ 増山 和代 ﾏｽﾔﾏ ｶｽﾞﾖ A ますやませいきダンススクール 東部 ●

0098 松下 吉志 ﾏﾂｼﾀ ﾖｼﾕｷ 千波 杏奈 ｾﾝﾊﾞ ｱﾝﾅ A アマノダンスアカデミー 東部 ● ●

CP-1 松田 時和 ﾏﾂﾀﾞ ﾄｷｶｽﾞ 佐原 佑衣 ｻﾊﾗ ﾕｲ A ダンススクール　ロイヤル 中部 ● ●

0176 丸山 武昭 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｹｱｷ 三鍋 雪子 ﾐﾅﾍﾞ ﾕｷｺ C さらしなダンス倶楽部 東部 ●

0034 三浦 大輔 ﾐｳﾗ ﾀﾞｲｽｹ 三浦 美和子 ﾐｳﾗ ﾐﾜｺ A 海宝ダンススクール 東部 ●

Mikhail Eremeev ﾐｶｲﾙ･ｴﾚﾒｰﾌﾞ Olesya Eremeeva ｵﾚｽﾔ･ｴﾚﾒｰﾊﾞ Singapore ●

0563 三上 和久 ﾐｶﾐ ｶｽﾞﾋｻ 川又 千佳 ｶﾜﾏﾀ ﾁｶ A サード・ダンススクール 東部 ●

0407 三上 芳弘 ﾐｶﾐ ﾖｼﾋﾛ 小山 百合子 ｺﾔﾏ ﾕﾘｺ A ダンススクールエメラルド 東部 ● ●

0389 水出 光 ﾐｽﾞｲﾃﾞ ﾋｶﾙ 雨宮 可奈 ｱﾒﾐﾔ ｶﾅ A 矢部行英ダンスカンパニー 東部 ●

0056 水口 直哉 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾅｵﾔ 水口 理佳子 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾘｶｺ A ミズグチダンススクール 東部 ● ●

全KP3-20 光田 晋 ﾐﾂﾀﾞ ｼﾝ 水元 美穂 ﾐｽﾞﾓﾄ ﾐﾎ A イシバシケンタダンススタジオ 全九州 ● ●

0511 宮川 祐也 ﾐﾔｶﾜ ﾕｳﾔ 宮川 友里子 ﾐﾔｶﾜ ﾕﾘｺ A チャオダンススタジオ/中田ダンススクール 東部 ● ●

0622 宮藤 広 ﾐﾔﾌｼﾞ ﾋﾛｼ 宮藤 裕子 ﾐﾔﾌｼﾞ ﾕｳｺ B フタガワダンススクール 東部 ●

0630 迎 孝 ﾑｶｴ ﾀｶｼ 永野 瑞穂 ﾅｶﾞﾉ ﾐｽﾞﾎ B STAR ROAD DANCE CENTER 東部 ● ●

0301 山口 慎介 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝｽｹ 古浜 志帆美 ﾌﾙﾊﾏ ｼﾎﾐ A スタジオWITH寺井ダンスカンパニー 東部 ● ●

0552 山崎 信男 ﾔﾏｻﾞｷ ﾉﾌﾞｵ 関口 玲子 ｾｷｸﾞﾁ ﾚｲｺ D シノダソシアルダンス 東部 ● ●



全KP3-22 山西 貴之 ﾔﾏﾆｼ ﾀｶﾕｷ 山西 弥生 ﾔﾏﾆｼ ﾔﾖｲ A ダンス教室エイト 九州 ● ●

0170 横沢 学 ﾖｺｻﾜ ﾏﾅﾌﾞ 児玉 いね子 ｺﾀﾞﾏ ｲﾈｺ C ヨコサワソシアルダンス 東部 ●

0247 横山 公法 ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛﾐﾁ トロポワ スヴェトラーナ ﾄﾛﾎﾟﾜ ｽｳﾞｪﾄﾗｰﾅ A ケヅカテツオダンスアカデミー/大島ダンス学院 東部 ●

0387 吉川 雅博 ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾋﾛ 木村 まり子 ｷﾑﾗ ﾏﾘｺ A スタジオR 東部 ●

0582 吉田 貴裕 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 田中 真琴 ﾀﾅｶ ﾏｺﾄ A Y'S ダンス メイツ/東宝ダンスホール 東部 ●

0249 吉村 真治 ﾖｼﾑﾗ ｼﾝｼﾞ 吉村 美恵子 ﾖｼﾑﾗ ﾐｴｺ A アマノダンスクラブ 東部 ● ●

0278 渡辺 勝彦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾂﾋｺ 加島 久乃 ｶｼﾏ ﾋｻﾉ A 渡辺勝彦ダンス教室 東部 ● ●



9月16日　日本武道館

ギャラクシーマスターズ及び併催競技会出場選手リスト（ラテン） （水色及び青色は招待・シード選手）

登録番号 リーダー氏名 フリガナ パートナー氏名 フリガナ 級 所属教室 所属 ギャラクシー ライジング

3-684 赤木 修一 ｱｶｷﾞ ｼｭｳｲﾁ ナタリア ﾅﾀﾘｱ C JDC東部 ● ●

0269 芦川 憲治 ｱｼｶﾜ ｹﾝｼﾞ 佐藤 博子 ｻﾄｳ ﾋﾛｺ A アイニーダンススタジオ 東部 ●

01002051 足立 裕一 ｱﾀﾞﾁ ﾕｳｲﾁ 櫻井 優子 ｻｸﾗｲ ﾕｳｺ B 中村俊彦ダンスアカデミー JBDF東部 ●

02000156 五十嵐 孝志 ｲｶﾞﾗｼ ﾀｶｼ 市瀬 明美 ｲﾁｾ ﾖｼﾐ A 鈴木ダンススクール JBDF北海道 ● ●

6-223 井口 裕樹 ｲｸﾞﾁ ﾕｳｷ 田中 智津子 ﾀﾅｶ ﾁﾂﾞｺ A イグチダンススクール/ソシアルアダンススタジオ FIVE　STARS JDC九州 ● ●

0648 石川 典哉 ｲｼｶﾜ ﾌﾐﾔ 石川 奈津子 ｲｼｶﾜ ﾅﾂｺ D ダンススクール ステップジョイ 東部 ● ●

0537 市毛 秀明 ｲﾁｹﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 竹下 由紀子 ﾀｹｼﾀ ﾕｷｺ B 手塚ダンススタジオ 東部 ●

0100-2288 伊藤 光 ｲﾄｳ ﾋｶﾙ 中川 サリ ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾘ B 江東ソシアルダンススクール JBDF東部 ●

0627 伊藤 英裕 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾋﾛ 伊藤 美穂 ｲﾄｳ ﾐﾎ A 白幡ダンススクール 東部 ●

3-0791 伊東 佑樹 ｲﾄｳ ﾕｳｷ 杉原 瑠衣 ｽｷﾞﾊﾗ ﾙｲ A 二ツ森亨ダンスアカデミー/チョイスダンススタジオ JDC東部 ● ●

0449 岩崎 祐一 ｲﾜｻｷ ﾕｳｲﾁ 三井 なおみ ﾐﾂｲ ﾅｵﾐ A M・トモミスポーツダンスクラブ 東部 ●

2114 梅田 健二郎 ｳﾒﾀﾞ ｹﾝｼﾞﾛｳ 杉田 理紗 ｽｷﾞﾀ ﾘｻ B 二ッ森司ダンススクール JBDF東部 ● ●

Eric Po ｴﾘｯｸ･ﾎﾟｰ Cheung Lok Yi ﾁｪﾝ･ﾛｸｲ Hong Kong ● ●

0392 遠藤 健一郎 ｴﾝﾄﾞｳ ｹﾝｲﾁﾛｳ 遠藤 知美 ｴﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾐ A M・トモミ スポーツダンスクラブ 東部 ●

0597 大坂 宜史 ｵｵｻｶ ﾀｶﾌﾐ 佐々木 由季子 ｻｻｷ ﾕｷｺ A TOYS DANCE PLACE 東部 ●

3-752 太田 洵司 ｵｵﾀ ｼﾞｭﾝｼﾞ 松原 優 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｳ A オオタダンスアカデミー JDC東部 ●

01002168 太田 喜之 ｵｵﾀ ﾖｼﾕｷ 宮崎 茉莉亜 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏﾘｱ A ミサワダンスステージ/ソシアルダンススタジオ ナリタケ JBDF東部 ●

0363 大野 雅俊 ｵｵﾉ ﾏｻﾄｼ 神崎 美棹 ｶﾝｻﾞｷ ﾐｻｵ A ダンススタジオ ラ・フェリ 東部 ●

01002299 岡本 浩輝 ｵｶﾓﾄ ﾋﾛｷ 石塚 正恵 ｲｼﾂﾞｶ ﾏｻｴ B サカモトトモキ・ダンススタジオ JBDF東部 ●



3-830 奥野 貴 ｵｸﾉ ﾀｶﾔ 高野 恵 ﾀｶﾉ ﾒｸﾞﾐ A チョイスダンススタジオ JDC東部 ● ●

3-754 小野 晃歳 ｵﾉ ｱｷﾄｼ 小野 麻耶 ｵﾉ ﾏﾔ A 早川午朗ダンススクール JDC東部 ●

01001598 小俣 宏晃 ｵﾏﾀ ﾋﾛｱｷ 小俣 絵美 ｵﾏﾀ ｴﾐ B アクトレススポーツダンススタジオ104 JBDF東部 ● ●

09110010 鍵本 浩也 ｶｷﾞﾓﾄ ｺｳﾔ 森谷 恵子 ﾓﾘﾀﾆ ｹｲｺ A コジマダンスアカデミー 西部 ● ●

0644 加地 卓 ｶﾁ ｽｸﾞﾙ 町田 恵深 ﾏﾁﾀﾞ ｴﾐ A スタジオダンスウェーブ/ひとみダンススクール 東部 ●

0634 歩浜 敏夫 ｶﾁﾊﾏ ﾄｼｵ 松浦 のぞみ ﾏﾂｳﾗ ﾉｿﾞﾐ A ケヅカテツオダンスアカデミー 東部 ●

0607 加藤 義人 ｶﾄｳ ﾖｼﾋﾄ 小林 維斗 ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾄ A 二ﾂ森亨ダンスアカデミー 東部 ●

3-690 神谷 朋昌 ｶﾐﾔ ﾄﾓﾏｻ 植竹 淑恵 ｳｴﾀｹ ﾄｼｴ A 楠潤一郎ダンスアカデミー JDC東部 ●

01002228 川原田 亮 ｶﾜﾊﾗﾀﾞ ﾘｮｳ 杉下 苑未 ｽｷﾞｼﾀ ｿﾉﾐ B 安東ダンススクール JBDF東部 ●

Kiwon Jeong ｷｳｫﾝ･ｼﾞｪｵﾝｸﾞ Sumi Yun ｽﾐ･ﾕﾝ Korea ● ●

0624 杵渕 浩 ｷﾈﾌﾞﾁ ﾋﾛｼ 田中 恵梨香 ﾀﾅｶ ｴﾘｶ D ダンススポーツ学園ウィーン 東部 ●

0165 木下 聡明 ｷﾉｼﾀ ﾄｼｱｷ 山内 砂穂 ﾔﾏｳﾁ ｻﾎ A 木下ダンスワールド 東部 ●

18110199 木本 慎吾 ｷﾓﾄ ｼﾝｺﾞ 齊藤 綾華 ｻｲﾄｳ ｱﾔｶ A ダンスカレッジ木本 西部 ● ●

4-277 金原 亮司 ｷﾝﾊﾟﾗ ﾘｮｳｼﾞ 永原 由貴 ﾅｶﾞﾊﾗ ﾕｷ A 小西雅司ダンススタジオ JDC中部 ● ●

3-269 倉島 良悟 ｸﾗｼﾏ ﾘｮｳｺﾞ 國本 麻衣 ｸﾆﾓﾄ ﾏｲ B K's Dance House JDC中部 ● ●

Kristijan Pavlovic ｸﾘｽﾃｨｱﾝ･ﾊﾟﾌﾞﾛﾋﾞｯﾁ Sandra Pavlovic ｻﾝﾄﾞﾗ・ﾊﾟﾌﾞﾛﾋﾞｯﾁ New Zealand ● ●

Craig Monley ｸﾚｲｸﾞ･ﾓﾝﾚｲ Sriani Argaet ｽﾘｱﾆ･ｱｰｼﾞｪｰﾄ Australia ● ●

01002243 髙野 大樹 ｺｳﾉ ﾋﾛｷ 加藤 奈々 ｶﾄｳ ﾅﾅ A ソシアルダンススタジオ　ナリタケ JBDF東部 ●

0492 坂本 裕次 ｻｶﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 染谷 知子 ｿﾒﾔ ﾄﾓｺ C 東部 ●

01002132 佐倉 奈雄斗 ｻｸﾗ ﾅｵﾄ 高辻 なつみ ﾀｶﾂｼﾞ ﾅﾂﾐ B 堀口ダンスワールド JBDF東部 ●

3-0689 櫻井 美規雄 ｻｸﾗｲ ﾐｷｵ 久門 瑞季 ｸﾓﾝ ﾐｽﾞｷ A 矢吹淳次ダンススタジオ JDC東部 ● ●

0615 笹生 法章 ｻｻｵ ﾉﾘｱｷ 笹生 晶子 ｻｻｵ ｼｮｳｺ A 笹生ダンススタジオ 東部 ●



01002220 佐藤 和亀 ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ 工藤 周子 ｸﾄﾞｳ ﾁｶｺ B 中原ダンスアカデミー JBDF東部 ● ●

01-00-2332 佐藤 陽大 ｻﾄｳ ﾖｳﾀ 杉井 亜佳莉 ｽｷﾞｲ ｱｶﾘ C 大竹辰郎ダンススクール JBDF東部 ●

2160031 澤井 優也 ｻﾜｲ ﾕｳﾔ 丸野 詩織 ﾏﾙﾉ ｼｵﾘ A ダンススタジオ常滑 JBDF中部 ●

0612 白井 鷹征 ｼﾗｲ ﾀｶﾏｻ 泉 侑希 ｲｽﾞﾐ ﾕｷ A サード・ダンススクール 東部 ● ●

5-366 杉田 定裕 ｽｷﾞﾀ ｻﾀﾞﾋﾛ 星野 春菜 ﾎｼﾉ ﾊﾙﾅ A ダンススタジオ杉田 JDC西部 ● ●

0595 瑞慶覧 長明 ｽﾞｹﾗﾝ ｵｻｱｷ 狩野 明日香 ｶﾉｳ ｱｽｶ A タカハシトシアキダンススタジオ/タキガワダンススクール 東部 ● ●

0605 鈴木 康友 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾄﾓ 鈴木 海美 ｽｽﾞｷ ｳﾐ A 高円寺 毛塚ダンス教室 東部 ●

01002005 須藤 達也 ｽﾄﾞｳ ﾀﾂﾔ 庄司 まゆ ｼｮｳｼﾞ ﾏﾕ A 増田ダンスアカデミー/DANCE navigation MEGURO JBDF東部 ●

3-451 高木 隆 ﾀｶｷﾞ ﾀｶｼ 高嶋 聖美 ﾀｶｼﾏ ｷﾖﾐ A TAKA&KIYO　BALLROOM　DANCE　TEAM JDC東部 ●

全KP1-3 武内 要 ﾀｹｳﾁ ｶﾅﾒ 吳 采禛 ｳｰ ﾂｧｲﾁｪﾝ A シンカワダンススタジオ 全九州 ● ●

01-002124 竹内 大夢 ﾀｹｳﾁ ﾋﾛﾑ 中島 由貴 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｷ A クワバラダンススクール JBDF東部 ●

0344 武田 葵 ﾀｹﾀﾞ ｱｵｲ 坪井 みみ ﾂﾎﾞｲ ﾐﾐ B サード・ダンススクール/mimi dance 東部 ●

0614 田中 航介 ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ 成澤 夏帆 ﾅﾘｻﾜ ｶﾎ A 大塚出ダンススクール 東部 ● ●

1946 田中 直樹 ﾀﾅｶ ﾅｵｷ 石川 真理子 ｲｼｶﾜ ﾏﾘｺ B JBDF東部 ● ●

5-343 辻 翔平 ﾂｼﾞ ｼｮｳﾍｲ 辻 真理子 ﾂｼﾞ ﾏﾘｺ A 辻ダンススタジオ JDC西部 ●

0496 手塚 忍 ﾃﾂﾞｶ ｼﾉﾌﾞ 麗伽 ﾚｲｶ A 手塚ダンススタジオ/Healingart Dance Academy 東部 ● ●

Dorin Frecautanu ﾄﾞｰﾘﾝ・ﾌﾚｺｰﾀﾇ Marina Sergeeva ﾏﾘﾅ ｾﾙｹﾞｰｳﾞｧ Moldova ●

H002183 徳田 博憲 ﾄｸﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ 徳田 円香 ﾄｸﾀﾞ ﾏﾄﾞｶ A ナガヤダンススタジオ 北海道 ● ●

3-773 中川 智宏 ﾅｶｶﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 毛利 桃子 ﾓｳﾘ ﾓﾓｺ A 早川午朗ダンススクール JDC東部 ●

0530 中川 真仁 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾄ まりね ﾏﾘﾈ A 矢部行英ダンスカンパニー 東部 ●

全KP8-2 中村 将太 ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾀ 中村 雪 ﾅｶﾑﾗ ﾕｷ A S&Yナカムラダンススタジオ 九州 ●

01-00-2127 夏見 和彦 ﾅﾂﾐ ｶｽﾞﾋｺ 日髙 麻衣子 ﾋﾀﾞｶ ﾏｲｺ B ダンススタジオ夏見 JBDF東部 ● ●



17110197 西本 圭佑 ﾆｼﾓﾄ ｹｲｽｹ 重永 萌 ｼｹﾞﾅｶﾞ ﾒｸﾞﾐ C 河内正人ダンススタジオ 西部 ● ●

6-239 西山 ウィル ﾆｼﾔﾏ ｳｨﾙ 清田 智美 ｷﾖﾀ ﾄﾓﾐ A ダンススタジオリトモ JDC九州 ●

3-827 箱田 翔次郎 ﾊｺﾀﾞ ｼｮｳｼﾞﾛｳ 田原 麻吏可 ﾀﾊﾗ ﾏﾘｶ A 日暮里ニシダダンススクール JDC東部 ● ●

3-724 福田 洋平 ﾌｸﾀﾞ ﾖｳﾍｲ 松下 梨沙 ﾏﾂｼﾀ ﾘｻ A ASダンススタジオ JDC東部 ● ●

538 細目 恭弘 ﾎｿﾒ ﾔｽﾋﾛ 武本 理絵 ﾀｹﾓﾄ ﾘｴ A サード・ダンススクール 東部 ●

0391 槇 建大郎 ﾏｷ ｹﾝﾀﾛｳ 福吉 由利子 ﾌｸﾖｼ ﾕﾘｺ A イシカワヒロユキダンススタジオ 東部 ●

0008 増山 誠記 ﾏｽﾔﾏ ｾｲｷ 増山 和代 ﾏｽﾔﾏ ｶｽﾞﾖ A ますやませいきダンススクール 東部 ●

0300508 松村 光 ﾏﾂﾑﾗ ﾋｶﾙ 小川 ちひろ ｵｶﾞﾜ ﾁﾋﾛ A 沢上ムライダンス教室 JBDF中部 ● ●

全KP3-19 松本 悠 ﾏﾂﾓﾄ ﾋｻｼ 北野 恵 ｷﾀﾉ ﾒｸﾞﾐ A ダンス教室エイト 全九州 ● ●

3-766 麻戸 洋輔 ﾏﾄ ﾖｳｽｹ 中村 綾 ﾅｶﾑﾗ ｱﾔ A ダンススタジオキシモト大船 JDC東部 ● ●

0523 溝上 正幸 ﾐｿﾞｶﾐ ﾏｻﾕｷ 杉谷 美樹 ｽｷﾞﾀﾆ ﾐｷ A 海宝ダンススクール 東部 ● ●

0475 南山 光徳 ﾐﾅﾐﾔﾏ ﾐﾂﾉﾘ 新井 雅 ｱﾗｲ ﾐﾔﾋﾞ B ダンス スクエア 東部 ●

01002247 宮内 隼輔 ﾐﾔｳﾁ ｼｭﾝｽｹ 尾崎 沙織 ｵｻﾞｷ ｻｵﾘ B ジェイズダンスアカデミー/得地ソシアルダンススクール JBDF東部 ● ●

4-260 村上 知哉 ﾑﾗｶﾐ ﾄﾓﾔ 村田 佳澄 ﾑﾗﾀ ｶｽﾐ A サワダマサヒロダンススタジオ JDC中部 ● ●

3-832 村田 雄基 ﾑﾗﾀ ﾕｳｷ 麻里亜 ﾏﾘｱ A Y&M DANCE LAB. JDC東部 ●

0267 安井 建 ﾔｽｲ ｹﾝ 中川 洋子 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｳｺ A ダンススタジオ ブルーム 東部 ●

01002296 山崎 博道 ﾔﾏｻｷ ﾋﾛﾐﾁ 輿石 美穂 ｺｼｲｼ ﾐﾎ B チョイスダンススタジオ JBDF東部 ●

0512 山城 徹 ﾔﾏｼﾛ ﾄｵﾙ 野口 ケイコ ﾉｸﾞﾁ ｹｲｺ C 東部 ●

3-753 山田 圭一郎 ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ 竹井 彩子 ﾀｹｲ ｱﾔｺ A 玉村ダンススクール JDC東部 ●

Riccardo Cocchi ﾘｶﾙﾄﾞ･ｺｯﾁ Yulia Zagoruychenko ﾕｨｱ・ｻﾞｺﾞﾙｲﾁｪﾝｺ USA ●

Rex Hsu ﾚｯｸｽ･ﾋｭｰ Selena Hou ｾﾚﾅ･ﾊｩ Chinses Taipei ●

Sarunas Greblikas Viktoriia Horeva China ●


