
リーダー氏名 フリガナ パートナー氏名 フリガナ UGJ シニアスター UGJ シニアスター

相木 孝之 ｱｲｷ ﾀｶｼ 西村 清美 ﾆｼﾑﾗ ｷﾖﾐ ●

安部 邦斗 ｱﾍﾞ　ｸﾆﾄ 安部 美咲 ｱﾍﾞ　ﾐｻｷ ●

安澤 武彦 ｱﾝｻﾞﾜ ﾀｹﾋｺ 堀 慶子 ﾎﾘ ｹｲｺ ● ●

飯田 大和 ｲｲﾀﾞ ﾔﾏﾄ 佐藤 美樹 ｻﾄｳ ﾐｷ ●

池田 真太郎 アレキサンダー ｲｹﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ ｱﾚｷｻﾝﾀﾞｰ 長谷川 真優 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏﾕ ●

石井 雅章 ｲｼｲ ﾏｻｱｷ 大渕 裕子 ｵｵﾌﾞﾁ ﾕｳｺ ● ●

石山 誠 ｲｼﾔﾏ ﾏｺﾄ 石山 直子 ｲｼﾔﾏ ﾅｵｺ ● ●

稲垣 知宏 ｲﾅｶﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 稲垣 尚美 ｲﾅｶﾞｷ ﾅｵﾐ ●

岩崎 将之 ｲﾜｻｷ ﾏｻﾕｷ 中山 絵里加 ﾅｶﾔﾏ ｴﾘｶ ●

海野 航平 ｳﾐﾉ ｺｳﾍｲ 疋田 詩歩 ﾋｷﾀ ｼﾎ ●

漆原 義明 ｳﾙｼﾊﾞﾗ ﾖｼｱｷ 漆原 弘子 ｳﾙｼﾊﾞﾗ ﾋﾛｺ ●

海老原 拳人 ｴﾋﾞﾊﾗ ｹﾝﾄ タカギ ルナ ﾀｶｷﾞ ﾙﾅ ●

櫻庭 幸哉 ｵｵﾊﾞ ﾕｷﾔ 阿部 春香 ｱﾍﾞ ﾊﾙｶ ●

押川 慧悟 ｵｼｶﾜ ｹｲｺﾞ 和田　知世 ﾜﾀﾞ ﾄﾓﾖ ●

小高 修平 ｵﾀﾞｶ ｼｭｳﾍｲ 飯田 なでしこ ｲｲﾀﾞ ﾅﾃﾞｼｺ ●

小田切 洋也 ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾋﾛﾔ 増田 綾 ﾏｽﾀﾞ ｱﾔ ●

加地 渉 ｶﾁ ﾜﾀﾙ 今橋 紗希 ｲﾏﾊｼ ｻｷ ●

加藤 修久 ｶﾄｳ ﾅｵﾋｻ 加藤 裕子 ｶﾄｳ ﾕｳｺ ● ●

上浦 光太郎 ｶﾐｳﾗ ｺｳﾀﾛｳ 伊瀬 祐貴子 ｲｾ ﾕｷｺ ●

川又 泰 ｶﾜﾏﾀ ﾔｽｼ 川又 幸子 ｶﾜﾏﾀ ｻﾁｺ ●

木竜 重信 ｷﾘｭｳ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 安居院 徳子 ｱｸﾞｲ ﾄｸｺ ● ●

工藤 哲夫 ｸﾄﾞｳ ﾃﾂｵ 染谷 美利恵 ｿﾒﾔ ﾐﾄｴ ●

国松 正尚 ｸﾆﾏﾂ ﾏｻﾅｵ 国松 千絵 ｸﾆﾏﾂ ﾁｴ ●

小山 豊 ｺﾔﾏ ﾕﾀｶ 小山 啓子 ｺﾔﾏ ｹｲｺ ● ●

齋藤 実 ｻｲﾄｳ ﾐﾉﾙ 齋藤 千枝子 ｻｲﾄｳ ﾁｴｺ ●

佐々木 宏光 ｻｻｷ ﾋﾛﾐﾂ 小林 まなみ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾐ ●

佐藤 祐馬 ｻﾄｳ ﾕｳﾏ 久保田 理沙 ｸﾎﾞﾀ ﾘｻ ●

澤田 明朗 ｻﾜﾀﾞ ﾒｲﾛｳ 鈴木 和子 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞｺ ●

繁田 徹 ｼｹﾞﾀ ﾄｵﾙ 岩渕 由美子 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾕﾐｺ ● ●

清水 弘隆 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾀｶ 陶山 美穂 ｽﾔﾏ ﾐﾎ ● ●

鈴木 奨太      ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 鈴木 千尋      ｽｽﾞｷ ﾁﾋﾛ ●

孫 祖博 ｿﾝ ｿﾊｸ 西村 早織 ﾆｼﾑﾗ ｻｵﾘ ●

高橋 海 ﾀｶﾊｼ ｶｲ 竹内 杏奈 ﾀｹｳﾁ ｱﾝﾅ ●
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リーダー氏名 フリガナ パートナー氏名 フリガナ UGJ シニアスター UGJ シニアスター

田玉 仁 ﾀﾀﾞﾏ ﾋﾄｼ 田玉 公子 ﾀﾀﾞﾏ ｷﾐｺ ●

溜渕 修 ﾀﾏﾘﾌﾞﾁ ｵｻﾑ 小島 優子 ｺｼﾞﾏ ﾕｳｺ ●

千葉 慎太郎 ﾁﾊﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 吉岡 由美恵 ﾖｼｵｶ ﾕﾐｴ ● ●

津田  和人 ﾂﾀﾞ ｶｽﾞﾄ 津田 微香 ﾂﾀﾞ ｿﾖｶ ●

椿 大輝 ﾂﾊﾞｷ ﾀｲｷ 平山 未夢 ﾋﾗﾔﾏ ﾐﾕ ●

手塚 太久 ﾃﾂﾞｶ ﾀｸ 山口 紗恵 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻｴ ●

中澤 秀和 ﾅｶｻﾞﾜ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 中澤 知子 ﾅｶｻﾞﾜ ﾄﾓｺ ●

永島 啓矢 ﾅｶﾞｼﾏ ｹｲﾔ 宮﨑 佑希 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｷ ●

中田 裕也 ﾅｶﾀ ﾕｳﾔ 佐々木 真那 ｻｻｷ ﾏﾅ ●

中西 宣貴 ﾅｶﾆｼ ﾉﾌﾞｷ 谷原　心蕗 ﾀﾆﾊﾗ ｺｺﾛ ●

中村 エドワード 漸 ﾅｶﾑﾗ ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ ｾﾞﾝ 中村 エリザベス 永理 ﾅｶﾑﾗ ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ ｴﾘ ●

中村 勝則 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾉﾘ 中村 真惠美 ﾅｶﾑﾗ ﾏｴﾐ ●

中村 隆 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶｼ 中島 福美 ﾅｶｼﾞﾏ ﾌｸﾐ ●

長谷川 定 ﾊｾｶﾞﾜ ｻﾀﾞﾑ 北條 留加 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾙｶ ●

濱田 穣 ﾊﾏﾀﾞ ﾕﾀｶ 濱田 のり子 ﾊﾏﾀﾞ ﾉﾘｺ ●

彦坂 優太 ﾋｺｻｶ ﾕｳﾀ 高橋 未来 ﾀｶﾊｼ ﾐﾗｲ ●

福田 隆憲 ﾌｸﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ 中川 麗子 ﾅｶｶﾞﾜ ﾚｲｺ ●

藤井 俊幸 ﾌｼﾞｲ ﾄｼﾕｷ 谷本 恵理 ﾀﾆﾓﾄ ｴﾘ ●

藤森 春樹 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾊﾙｷ 金山 咲月 ｶﾅﾔﾏ ｻﾂｷ ●

冬野 英和 ﾌﾕﾉ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 冬野 朋子 ﾌﾕﾉ ﾄﾓｺ ●

前田 昌宏 ﾏｴﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 原田 雅子 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻｺ ●

町田 篤人 ﾏﾁﾀﾞ ｱﾂﾄ 木島 璃星 ｷｼﾏ ﾘｾ ●

松村 健樹 ﾏﾂﾑﾗ ﾀｹｷ 松村 榮子 ﾏﾂﾑﾗ ｴｲｺ ●

村田 知紀 ﾑﾗﾀ ﾄﾓﾉﾘ 北見 奈稚 ｷﾀﾐ ﾅﾁ ●

本橋 朋樹 ﾓﾄﾊｼ ﾄﾓｷ 藤岡 明日香 ﾌｼﾞｵｶ ｱｽｶ ●

森 康次 ﾓﾘ ﾔｽｼﾞ 星野 すみれ ﾎｼﾉ ｽﾐﾚ ●

山崎 昇義 ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷﾖｼ 関口 孝子 ｾｷｸﾞﾁ ﾀｶｺ ●

山田 恭路 ﾔﾏﾀﾞ ｷｮｳｼﾞ 志熊 いずみ ｼｸﾞﾏ ｲｽﾞﾐ ● ●

大和 正彦 ﾔﾏﾄ ﾏｻﾋｺ 太田 弘子 ｵｵﾀ ﾋﾛｺ ●

山本 一真 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾏ 伊藤 梨乃 ｲﾄｳ ﾘﾉ ●

横木 友哉 ﾖｺｷﾞ ﾕｳﾔ 松井 美咲 ﾏﾂｲ ﾐｻｷ ●

横田 信之 ﾖｺﾀ ﾉﾌﾞﾕｷ 吉田 治代 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙﾖ ●

劉 紫剣 ﾘｭｳ ｼｹﾝ 薛 雪 ｾﾂ ﾕｷ ●

渡邉 泰成 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｾｲ 朝倉 環 ｱｻｸﾗ ﾀﾏｷ ●

出場区分

ボールルーム ラテン
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