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神奈川　　
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 シニア　　

スター
B級

　B級　　

シニア
C級 D級 N級

03000611 有原 良義 ｱﾘﾊﾗ ｶｽﾞﾖｼ 前田 馨 ﾏｴﾀﾞ ｶｵﾙ A 笹生ダンススタジオ/TDSサード・ダンススクール 東部 ●

03000227 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 ●

03000010 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 ●

03000650 伊藤 毅 ｲﾄｳ ﾀｹｼ 伊藤 ハルミ ｲﾄｳ ﾊﾙﾐ C T-Dance Square/ダンススペースオオヤ 東部 ● ●

03000575 大内 孝則 ｵｵｳﾁ ﾀｶﾉﾘ 松岡 礼 ﾏﾂｵｶ ｱﾔ B 松竹ダンスプラザ 東部 ●

03000653 恩田 時央 ｵﾝﾀﾞ ﾄｷｵ 伊東 夕奈 ｲﾄｳ ﾕｳﾅ B サード・ダンススクール 東部 ● ●

03000592 勝俣 広 ｶﾂﾏﾀ ﾋﾛｼ 札 京子 ﾌﾀﾞ ｷｮｳｺ B 札 京子ダンススクール 東部 ● ●

03000081 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 ●

03000219 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 ●

03000455 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 ●

03000161 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 ●

03000585 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 ●

03000586 芝崎 剣一 ｼﾊﾞｻﾞｷ ｹﾝｲﾁ 石黒 織恵 ｲｼｸﾞﾛ ｵﾘｴ C Dance PATIO T＆T 東部 ● ●

03000357 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 ●

03000394 杉村 浩也 ｽｷﾞﾑﾗ ﾋﾛﾔ 山梨 智美 ﾔﾏﾅｼ ﾄﾓﾐ B 東部 ●

03000344 武田 葵 ﾀｹﾀﾞ ｱｵｲ 坪井 みみ ﾂﾎﾞｲ ﾐﾐ C サード・ダンススクール/mimi dance 東部 ●

03000614 田中 航介 ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ 成澤 夏帆 ﾅﾘｻﾜ ｶﾎ C 大塚出ダンススクール 東部 ●

03000647 保坂 直伸 ﾎｻｶ ﾅｵﾉﾌﾞ 保坂 佳奈 ﾎｻｶ ｶﾅ A SOCIAL DANCING CLUB TEAM 東部 ●

03000606 本多 覚 ﾎﾝﾀﾞ ｻﾄﾙ 本多 美季 ﾎﾝﾀﾞ ﾐｷ A 本多ダンススタジオ/DANCE PATIO T&T 東部 ●

03000098 松下 𠮷志 ﾏﾂｼﾀ ﾖｼﾕｷ 早瀬 かおり ﾊﾔｾ ｶｵﾘ B アマノダンスアカデミー/国分寺ウチダダンススクール 東部 ● ●

03000563 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 ●

03000301 山口 慎介 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝｽｹ 二川 めぐみ ﾌﾀｶﾜ ﾒｸﾞﾐ A スタジオWITH寺井ダンスカンパニー/湘南ダンスアカデミー 東部 ● ●

03000635 山本 千博 ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾋﾛ 大吉 優華 ｵｵﾖｼ ﾕｳｶ A サード・ダンススクール 東部 ●

03000249 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 ●
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03000611 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/TDSサード・ダンススクール 東部 ●

03000010 石川 浩之 ｲｼｶﾜ ﾋﾛﾕｷ 菅野 純代 ｽｶﾞﾉ ｽﾐﾖ イシカワヒロユキダンススタジオ 東部 ● ●

03000648 石川 典哉 ｲｼｶﾜ ﾌﾐﾔ 石川 奈津子 ｲｼｶﾜ ﾅﾂｺ B ダンススクール ステップジョイ 東部 ● ●

03000650 伊藤 毅 ｲﾄｳ ﾀｹｼ 伊藤 ハルミ ｲﾄｳ ﾊﾙﾐ C T-Dance Square/ダンススペースオオヤ 東部 ●

03000081 加藤 眞一 ｶﾄｳ ｼﾝｲﾁ 秋谷 くみ ｱｷﾔ ｸﾐ A ダンス大塚会館/松竹ダンスプラザ 東部 ●

03000219 金久保 幸夫 ｶﾅｸﾎﾞ ﾕｷｵ 勝山 エミ ｶﾂﾔﾏ ｴﾐ B 　　　　　　/ダンススクール・エメラルド 東部 ●

03000344 武田 葵 ﾀｹﾀﾞ ｱｵｲ 坪井 みみ ﾂﾎﾞｲ ﾐﾐ A サード・ダンススクール/mimi dance 東部 ●

03000614 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 ●

03000656 平野 将貴 ﾋﾗﾉ ﾏｻｷ 久間木 夏奈 ｸﾏｷ ｶﾅ C ヒラノ・ダンス・スタジオ 東部 ●

03000631 藤本 英一 ﾌｼﾞﾓﾄ ｴｲｲﾁ 近藤 日奈子 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾅｺ D フジモトソシアルダンススタジオ 東部 ● ●

03000657 Flavio Nunes ﾌﾗﾋﾞｵ ﾇｰﾈｽ 安齋 美紀 ｱﾝｻﾞｲ ﾐｷ C studio M ikebukuro tokyo 東部 ●

03000554 八重樫 寛由 ﾔｴｶﾞｼ ﾋﾛﾕｷ 中村 恵理子 ﾅｶﾑﾗ ｴﾘｺ A スタジオM&E 東部 ●

03000635 山本 千博 ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾋﾛ 大吉 優華 ｵｵﾖｼ ﾕｳｶ C サード・ダンススクール 東部 ●
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