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

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 一条ダンススタジオ ● ●

伊藤 毅 ｲﾄｳ ﾀｹｼ 伊藤 ハルミ ｲﾄｳ ﾊﾙﾐ T-Dance Square ● ●

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

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

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

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

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

川口 剛 ｶﾜｸﾞﾁ ﾂﾖｼ 小林 春香 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ ●

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

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

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 Dance PATIO T＆T ● ●

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

白井 鷹征 ｼﾗｲ ﾀｶﾏｻ 水田 百香 ﾐｽﾞﾀ ﾓﾓｶ ／FESSIダンススクール ●

杉村 浩也 ｽｷﾞﾑﾗ ﾋﾛﾔ 山梨 智美 ﾔﾏﾅｼ ﾄﾓﾐ ●

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

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

髙田 信行 ﾀｶﾀﾞﾉﾌﾞﾕｷ 南 敏子 ﾐﾅﾐ ﾄｼｺ タカダダンススクール ● ●

高橋 元彦 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙﾋｺ 五明 幸子 ｺﾞﾒｲ ｻﾁｺ タカハシハルヒコダンスワールド ● ●

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

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

津々路 大介 ﾂﾂﾞﾛ ﾀﾞｲｽｹ 大八木 沙里 ｵｵﾔｷﾞ ｻｵﾘ Co.,Coエレガンスダンス総合学院 ● ●

当麻 眞示 ﾄｳﾏ ｼﾝｼﾞ 木村 佳代子 ｷﾑﾗ ｶﾖｺ 横浜ダンス学院 ● ●
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長島 玄起 ﾅｶﾞｼﾏ ｹﾞﾝｷ 鈴木 英香 ｽｽﾞｷ ｴｲｶ タカマツダンススクール ●

藤井 洋介 ﾌｼﾞｲ ﾖｳｽｹ 日向 玲奈 ﾋﾅﾀ ﾚｲﾅ 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 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 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 Social Dancing Club TEAM ●

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

松下 吉志 ﾏﾂｼﾀ ﾖｼﾕｷ 長谷川 恵子 ﾊｾｶﾞﾜ ｹｲｺ アマノダンスアカデミー ● ●

毬山 貴人 ﾏﾘﾔﾏ ﾀｶﾄ 長島 真実 ﾅｶﾞｼﾏ ﾏﾐ ヒコサカダンススタジオ ●

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 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 ダンススタジオ ブルーム ● ●

吉村 真治 ﾖｼﾑﾗ ｼﾝｼﾞ 吉村 美恵子 ﾖｼﾑﾗ ﾐｴｺ 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 渡辺勝彦ダンス教室 ●

東京ダンス選手権大会出場者名簿 プロ ボールルーム ラテン


