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

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

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

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

岩田 亮二 ｲﾜﾀ ﾘｮｳｼﾞ 加﨑 万智 ｶｻﾞｷ ﾏﾁ 東部 ツチヤダンスガーデン ●

遠藤 健一郎 ｴﾝﾄﾞｳ ｹﾝｲﾁﾛｳ伊藤 なお ｲﾄｳ ﾅｵ 東部 Ｍ・トモミ　スポーツダンスクラブ ●

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

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

尾山 光良 ｵﾔﾏ ﾐﾂﾖｼ 尾山 ふじ江 ｵﾔﾏ ﾌｼﾞｴ 東部 ソシアルダンススクール　ソレーユ ●

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

片山 雄暉 ｶﾀﾔﾏ ﾕｳｷ 片山 法子 ｶﾀﾔﾏ ﾉﾘｺ 東部 片山ダンススクール ●

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

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

加藤 義人 ｶﾄｳ ﾖｼﾋﾄ 小林 維斗 ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾄ 東部 dance plece FELICE ● ●

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

杵渕 浩 ｷﾈﾌﾞﾁ ﾋﾛｼ 田中 恵梨香 ﾀﾅｶ ｴﾘｶ 東部 ダンス学園ウィーン ● ● ●

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

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

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

佐久間 重行 ｻｸﾏ ｼｹﾞﾕｷ 渋谷 春美 ｼﾌﾞﾔ ﾊﾙﾐ 東部 市原ダンススクール/海老原ダンススクール ● ●

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 東部 DANCE PATIO T&T ● ●

杉村 浩也 ｽｷﾞﾑﾗ ﾋﾛﾔ 山梨 智美 ﾔﾏﾅｼ ﾄﾓﾐ 東部 ●

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

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

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

手塚 順一 ﾃﾂﾞｶ ｼﾞｭﾝｲﾁ 内田 晶子 ｳﾁﾀﾞ ｱｷｺ 東部 ケヅカテツオダンスアカデミー ● ● ● ●

長島 玄起 ﾅｶﾞｼﾏ ｹﾞﾝｷ 鈴木 英香 ｽｽﾞｷ ｴｲｶ 東部 タカマツダンススクール ●
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羽村 康弘 ﾊﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ 中原 千景 ﾅｶﾊﾗ ﾁｶｹﾞ 東部 羽村ダンススクール ● ● ● ●

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

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

藤井 崇裕 ﾌｼﾞｲ ﾀｶﾋﾛ 中山 みずほ ﾅｶﾔﾏ ﾐｽﾞﾎ 東部 TOMOダンススタジオ神奈川 ● ● ● ●

藤井 洋介 ﾌｼﾞｲ ﾖｳｽｹ 日向 玲奈 ﾋﾅﾀ ﾚｲﾅ 東部 Arthur Murray South Tokyo ● ●

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 東部 フジモトソシアルダンススタジオ ● ●

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

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

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

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

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

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

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

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 東部 ミズグチダンススクール ● ●

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

宮藤 広 ﾐﾔﾌｼﾞ ﾋﾛｼ 宮藤 裕子 ﾐﾔﾌｼﾞ ﾕｳｺ 東部 モトヤワタダンスラウンジ ●

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 東部 スタジオＭ＆Ｅ ● ●

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

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

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

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


