
リーダー氏名 ふりがな パートナー氏名 ふりがな 所　属　教　室

浅村　慎太郎 あさむら　しんたろう 遠山　恵美 とおやま　えみ ASAMURA Dance Produce

安部　邦臣 あべ　くにおみ 安部　弥美 あべ　ひろみ ダンススタジオファミリー

新井　透 あらい　とおる 新井　一恵 あらい　かずえ ダンスカレッジ古都

新井　優斗 あらい　ゆうと 森　由希 もり　ゆき 安東ダンススクール／カワハラ・ダンススタジオ

有原　良義 ありはら　かずよし 前田　馨 まえだ　かおる TDSサード・ダンススクール

アングル　相貴 あんぐる　あいき 菊田　和嘉子 きくた　わかこ 奥山ダンススクール

池本　規恒 いけもと　のりちか 樫本　真実 かしもと　まみ イケモトダンスワールド

井﨑　健太 いざき　けんた 井﨑　沙織 いざき　さおり 西岡ダンススクール

石井　誠治 いしい　せいじ 石井　あさみ いしい　あさみ インフィニトボールルームダンススタジオ

岩田　亮二 いわた　りょうじ 加﨑　万智 かざき　まち ツチヤダンスガーデン

打越　美智夫 うちこし　みちお 打越　珠恵 うちこし　たまえ ウチコシミチオダンススタジオＤ2

内山　良太 うちやま　りょうた 内山　真由美 うちやま　まゆみ ダンス教室エイト

榎田　隆宏 えのきだ　たかひろ 加藤　冴英 かとう　さえ DANCE navigation MEGURO

大内　彰太 おおうち　しょうた 初瀬川　千夏 はつせがわ　ちなつ 西所沢駅前 アサノダンススクール

太田　雅士 おおた　まさし 川澄　清香 かわすみ　さやか ニシダダンススタジオ

大竹　道雄 おおたけ　みちお 高田　美穂子 たかだ　みほこ オオタケダンススクール

大谷　源太郎 おおたに　げんたろう 大谷　志津 おおたに　しず タナカダンススクール

大西　亘 おおにし　わたる 大西　ちかる おおにし　ちかる 佐藤・小野・三宅ダンススクール

大橋　耕次郎 おおはし　こうじろう 伊藤　桃花 いとう　ももか T&K DANCE Natural

岡　俊宏 おか　としひろ 岡　瑞紀 おか　みずき 中川雄太ダンスアカデミー

岡　政宏 おか　まさひろ 佐々木　海帆 ささき　みほ ファミリアダンススポーツクラブ

岡田　直人 おかだ　なおと 若槻　絵里子 わかつき　えりこ オカダダンススタジオ

小川　芳信 おがわ　よしのぶ 小川　沙織 おがわ　さおり ソシアルダンスカンパニーオガワ

荻須　智広 おぎす　ともひろ 足立　萌 あだち　もえ 桜井ダンスアカデミー

小國　貴信 おぐに　たかのぶ 和田　奈那美 わだ　ななみ チャオダンススタジオ

小野　大輔 おの　だいすけ 中村　佳菜 なかむら　かな TDSサード・ダンススクール

小原　正大 おはら　まさひろ 小原　香織 おはら　かおり オハラダンススクール

恩田　時央 おんだ　ときお 伊東　夕奈 いとう　ゆうな TDS・サードダンススクール

加賀　雄大 かが　ゆうた 加賀　康子 かが　やすこ カガダンサーズサポート

片山　雄暉 かたやま　ゆうき 片山　法子 かたやま　のりこ 片山ダンススクール

勝俣　広 かつまた　ひろし 札　京子 ふだ　きょうこ 札京子ダンススクール

金久保　幸夫 かなくぼ　ゆきお 勝山　エミ かつやま　えみ ダンススクールエメラルド

金子　貴也 かねこ　たかや 板谷　明穂 いたたに　あきほ Dance Moment KANEKO

川口　剛 かわぐち　つよし 小林　春香 こばやし　はるか 　

川島　知也 かわしま　ともや 竹ノ内　舞美 たけのうち　まいみ 双葉会／岩橋ダンススクール

菊池　和春 きくち　かずはる 酒井　恵美 さかい　えみ ダンスジャルダン大森山王ステューディオ

喜嶋　信晶 きじま　のぶあき 福原　久絵 ふくはら　ひさえ ダンスガーデンキジマ

北之坊　太郎 きたのぼう　たろう 藤原　佳穂里 ふじわら　かほり 檜山ダンススクール／

木村　勇 きむら　ゆうき 伊藤　瑞穂 いとう　みずほ ケヅカテツオダンスアカデミー

工藤　洋司 くどう　ひろし 工藤　亜由未 くどう　あゆみ KUDO Dance Evolution

栗原　秀雄 くりはら　ひでお 大山　聡子 おおやま　さとこ 栗原ダンス倶楽部

毛塚　陽康 けづか　ようこう 毛塚　美穂 けづか　みほ 門前仲町毛塚ダンスアートアカデミー

ボールルーム出場選手名簿



リーダー氏名 ふりがな パートナー氏名 ふりがな 所　属　教　室

越川　真人 こしかわ　まさと 越川　民子 こしかわ　たみこ コシカワダンススクール

小林　恒路 こばやし　こうじ 赤沼　美帆 あかぬま　みほ 奥山ダンススクール

小松　拓哉 こまつ　たくや 小松　七菜 こまつ　なな たにどうダンスワールド

金野　哲也 こんの　てつや 井之口　香織 いのぐち　かおり ソシアルダンススタジオ ナリタケ

寒河江　貴大 さがえ　たかひろ 熊木　美和 くまき　みわ 西岡ダンススクール

坂本　英範 さかもと  ひでのり 小黒　奈々 おぐろ　なな 西岡ダンススクール

櫻井　朝之 さくらい　ともゆき 櫻井　サオリ さくらい　さおり 櫻井朝之ダンスカンパニー

佐藤　純平 さとう　じゅんぺい 亀山　聡美 かめやま　さとみ 篠田忠ダンスカレッジ／檜山ダンススクール

柴山　和樹 しばやま　かずき 平岩　英里 ひらいわ　えり 中川雄太ダンスアカデミー／小宮ダンススタジオ

島田　寛隆 しまだ　ひろたか 村松　明香 むらまつ　あきか 桜井ダンスアカデミー

清水　太地 しみず　たいち 清水　早紀 しみず　さき 清水ダンススクール

Shao　Shuai しょう　すい 田中　彩恵 たなか　さえ ヨコミチダンスプラザ

白神　淳 しらがみ　あつし 石口　瑞恵 いしぐち　みずえ 檜山ダンススクール

杉野　貴史 すぎの　たかし ＩＲＥＰ いれっぷ エムズダンスアカデミー

杉山　勇 すぎやま　いさむ 杉山　美樹 すぎやま　みき ダンスアート杉山

鈴木　隼 すずき　しゅん 鈴木　恵 すずき　めぐみ 鈴木隼ダンススタジオ

鈴木　貴雄 すずき　たかお 中本　直美 なかもと　なおみ エムズダンスアカデミー／

園原　正和 そのはら　まさかず 谷　千恵美 たに　ちえみ ハピネスダンスアカデミー／タナカヒデカズダンスワールド

髙田　信行 たかだ　のぶゆき 南　敏子 みなみ　としこ タカダダンススクール

竹内　大祐 たけうち　だいすけ 竹内 桃子 たけうち　ももこ カトウノブヒトダンスアカデミー

竹田　昌史 たけだ　まさふみ 竹田　諒子 たけだ　りょうこ Flow Dance Company

田中　健太郎 たなか　けんたろう 三田　聡美 みた　さとみ Dance Studio Moment／

田中　大輔 たなか　だいすけ 太田　郁奈 おおた　あやな 水野瞳ﾀﾞﾝｽ教室

田中　孝康 たなか　のりやす 加藤　美智子 かとう　みちこ チョイス＆双葉会ダンススタジオ

谷口　兼一 たにぐち　けんいち 桑原　蓉子 くわばら　ようこ 中川雄太ダンスアカデミー

田原　健二 たはら　けんじ 上脇　友季湖 かみわき　ゆきこ タハラダンススタジオ/ダンス大塚会館

朝増　拓哉 ちょうそう　たくや 中川　千秋 なかがわ　ちあき スズキイチロー・ダンスアカデミー

手塚　順一 てづか　じゅんいち 内田　晶子 うちだ　あきこ ケヅカテツオダンスアカデミー

当麻　眞示 とうま　しんじ 木村　佳代子 きむら　かよこ 横浜ダンス学院

友井田　将来 ともいだ　まさき 小野田　のぞみ おのだ　のぞみ ／クワバラダンススクール

中村　康之 なかむら　やすゆき 岡本　真里 おかもと　まり ヨコミチダンスプラザ

成田　学 なりた　まなぶ 佐藤　愛子 さとう　あいこ ジェイズダンスアカデミー

新里　真明 にいざと　まさあき 新里　久美子 にいざとくみこ ニイザトダンスアカデミー

新美　一輝 にいみ　かずき 木全　志穂 きまた　しほ ｻﾄｳﾀﾞﾝｽｽｸｰﾙ/バンノ

二宮　政弥 にのみや　まさや 寺西　祐希 てらにし　ゆうき EGAWA　DANCE　SQUARE

貫名　強 ぬきな　つよし 柴原　まりこ しばはら　まりこ 折山ダンススクール

野地　雅人 のじ　まさと 石井　友梨香 いしい　ゆりか クワバラダンススクール

羽川　翔一 はがわ  しょういち 長谷川　宏美 はせがわ　ひろみ オンダダンススクール

橋爪　悠 はしづめ　ゆう 常國　ほのか つねくに　ほのか スエトミタカヒトダンススタジオ

橋本　剛 はしもと　ごう 恩田　恵子 おんだ　けいこ ビギンダンス教室

波田　悠介 はた  ゆうすけ 栗田　優香 くりた  ゆうか ササヤダンススクール／

畑中　敦行 はたなか　あつゆき 西尾　明日香 にしお　あすか 畑中ダンススクール

花田　諭 はなだ　さとし 花田　みずほ はなだ　みずほ シライシダンススタジオ



リーダー氏名 ふりがな パートナー氏名 ふりがな 所　属　教　室

浜崎　裕章　 はまさき　あきひろ 奥田　優衣　 おくだ　ゆい チョイス＆双葉会ダンススタジオ/ウスイダンススクール

原　辰瑠 はらだ　たつる 岩崎　麻央 いわさき　まお　 タハラダンススタジオ

原田　浩史 はらだ　ひろふみ 滝田　智子 たきた　ともこ ジェイズダンスアカデミー

樋口　暢哉 ひぐち　のぶや 柴田　早綾香 しばた　さやか ミヤジマヒデユキダンススクール

日比野　湧 ひびの　ゆう 新藤　光 しんどう　ひかる ウスイダンススクール

廣島　悠仁 ひろしま　ゆうじ 石渡　ありさ いしわた　ありさ 奥山ダンススクール／

福田　健一郎 ふくだ　けんいちろう 深井　千浩 ふかい　ちひろ 篠田忠ダンスカレッジ

福田　裕一 ふくだ　ゆういち エリザベス　グレイ えりざべす　ぐれい 篠田忠ダンスカレッジ／小笠原ダンススクール

藤家　浩史 ふじか　ひろし 藤家　繭 ふじか　まゆ 桜井ダンスアカデミー

保坂　直伸 ほさか　なおのぶ 保坂　佳奈 ほさか　かな Social Dancing Club TEAM

本多　覚 ほんだ　さとる 本多　美季 ほんだ　みき ダンスパティオT&T

本多　龍士 ほんだ　りょうじ 戎野　紗与 えびすの　さよ 檜山ﾀﾞﾝｽｽｸｰﾙ／柳田ﾀﾞﾝｽｽｸｰﾙ

松崎　裕太朗 まつざき  ゆうたろう 佐竹　かおる さたけ　かおる AHMS Social Connection／エムズダンスアカデミー

松下　吉志 まつした　よしゆき 長谷川　恵子 はせがわ　けいこ アマノダンスアカデミー

松本　英之 まつもと　ひでゆき 池田　麻里 いけだ　まり ビギンダンス教室

松本　正人 まつもと　まさと 横山　かおり よこやま　かおり D.Dance

三井所　清人 みいしょ　きよと 宮﨑　莉子 みやざき　りこ 奥山ダンススクール／

三浦　拓也 みうら　たくや 三浦　弥生 みうら　やよい たにどうダンスワールド

三上　和久 みかみ　かずひさ 川又　千佳 かわまた　ちか TDSサード・ダンススクール

三上　芳弘 みかみ　よしひろ 小山　百合子 こやま　ゆりこ ダンススクールエメラルド

三木　真 みき　まこと 鈴木　善子 すずき　よしこ クワバラダンススクール／家泉ダンススクール

水出　光 みずいで　ひかる 雨宮　可奈 あめみや　かな 矢部行英ダンスカンパニー

宮藤　広 みやふじ　ひろし 宮藤　裕子 みやふじ　ゆうこ 本八幡ダンスラウンジ

村上　大介 むらかみ　だいすけ 村上　優子 むらかみ　ゆうこ シラトリダンススクール／

室伏　宏明 むろふし　ひろあき 青沼　彩 あおぬま　あや エムズダンスアカデミー

森田　飛鷹 もりた　あすか 山本　美希 やまもと　みき 豪徳寺ダンススクール／奥敬一郎ダンススタジオ

山口　慎介 やまぐち　しんすけ 大津久　綾子 おおつく　あやこ スタジオWITHテライダンスカンパニー

山﨑　航 やまざき　わたる 遠山　理紗 とおやま　りさ スタジオiDC／白幡ダンススクール

山先　充芳 やまさき　みつよし 武田　佳子 たけだ　けいこ Dance Arts Yamasaki

山下　稜太 やました　りょうた 武田　恭子 あたらし　ちあき スエトミタカヒトダンススタジオ

山西　貴之 やまにし　たかゆき 山野西　弥生 やまにし　やよい ダンス教室エイト

山本　章絡 やまもと　あきら 池田　有妃 いけだ　ゆき 山本かおるダンス教室

山本　千博 やまもと　ちひろ 大吉　優華 おおよし　ゆうか TDSサード・ダンススクール

吉村　真治 よしむら　しんじ 吉村　美惠子 よしむら　みえこ アマノダンスクラブ

若代　愼 わかしろ　しん 辰巳　友莉亜 たつみ　ゆりあ ダンスパーク東京／ＤＡＮＣＥ navigation ＭＥＧＵＲＯ

渡辺　勝彦 わたなべ　かつひこ 加島　久乃 かしま　ひさの 渡辺勝彦ダンス教室



リーダー氏名 ふりがな パートナー氏名 ふりがな 所　属　教　室

青田　昂 あおた　たかし 青田　果林 あおた　かりん ダンススタジオアオタ

足立　裕一 あだち　ゆういち 櫻井　優子 さくらい　ゆうこ 中村俊彦ダンスアカデミー

新井　健伊稚 あらい　けんいち 新井　由紀子 あらい　ゆきこ 石原ヒサシダンススクール

有馬　直樹 ありま　なおき 若林　亜紀 わかばやし　あき ジェイズダンスアカデミー／LIBERA  DANCE

井川　良太 いがわ　りょうた 中庭　恵 なかにわ　めぐみ Social dance studio FIVE STARS

石川　浩之 いしかわ　ひろゆき 菅野　純代 すがの　すみよ イシカワヒロユキダンススタジオ

石川　典哉 いしかわ　ふみや 石川　奈津子 いしかわ　なつこ ダンススクールステップジョイ

伊藤　光 いとう　ひかる 中川　サリ なかがわ　さり 江東ソシアルダンススクール

魚谷　征義 うおたに　せいぎ 宮島　愛 みやじま　あい Studio La mer

梅田　健二郎 うめだ　けんじろう 杉田　理紗 すぎた　りさ 二ツ森司ダンススクール

梅田　慎太郎 うめだ　しんたろう 熊井　郁美 くまい　いくみ 二ツ森司ダンススクール

浦口　和仁 うらぐち　かずと 城下　桜子 しろした　さくらこ インフィニトボールルームダンススタジオ

榎本　誠 えのもと　まこと 片岡　彩乃 かたおか　あやの a la carteダンススタジオ

大坂　宜史 おおさか　たかふみ 佐々木　由季子 ささき　ゆきこ TOYS DANCE PLACE

太田　洵司 おおた　じゅんじ 笹　彩子 ささ　あやこ オオタダンスアカデミー／カルチャースペースK

太田　喜之 おおた　よしゆき 宮﨑　茉莉亜 みやざき　まりあ 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

大橋　耕次郎 おおはし　こうじろう 伊藤　桃花 いとう　ももか T&K DANCE Natural

岡本　圭祐 おかもと　けいすけ 塚越　あみ つかこし　あみ 嶺岸ソシアルダンスカンパニー

岡本　浩暉 おかもと　ひろき 石塚　正恵 いしづか　まさえ サカモトトモキ・ダンススタジオ

奥野　貴 おくの　たかや 高野　恵 たかの　めぐみ チョイス＆双葉会ダンススタジオ

小野　晃歳 おの　としあき 小野　麻耶　 おの　まや 奥敬一郎ダンススタジオ/ASダンススタジオ

歩浜　敏夫 かちはま　としお 松浦　のぞみ まつうら　のぞみ ケヅカテツオダンスアカデミー

勝野　出 かつの　いづる 浅海　愛 あさうみ　あい オザキダンススタジオ

加藤  裕哉 かとう　ゆうや 小川　舞子 おがわ　まいこ ヒロウエムラダンススタジオ

加藤　眞一 かとう　しんいち 秋谷　くみ あきや　くみ ダンス大塚会館

加藤　義人 かとう　よしひと 小林　維斗 こばやし　いと dance place FELICE

河合 祐介 かわい　ゆうすけ 河合　歩未 かわい　あゆみ サワダダンススタジオ

川原田　亮 かわはらだ　りょう 杉下　苑未 すぎした　そのみ 安東ダンススクール

菊地　隆文 きくち　たかふみ 塚本　莉帆 つかもと　りほ オイカワタカアキダンススクール

木下　聡明 きのした　としあき 山内　砂穂 やまうち　さほ 木下ダンスワールド

金原　亮司 きんぱら　りょうじ 永原　由貴 ながはら　ゆき 小西雅司ダンススタジオ

櫛田　隆広 くしだ　たかひろ 大田　紗佑里 おおた　さゆり Dance Studio Sol

髙野　大樹 こうの　ひろき 加藤　奈々 かとう　なな ソシアルダンススタジオ ナリタケ

小谷　周平 こたに　しゅうへい 高柳　泉 たかやなぎ　いずみ 辻ダンススタジオ

後藤　洋平 ごとう　ようへい 蒲生　智美 がもう　ともみ いわきダンススクール

佐伯　歩人 さえき　あゆと 斉藤　三世 さいとう　みよ 石原ヒサシダンススクール

佐倉　奈雄斗 さくら　なおと 松原　優 まつばら　ゆう 堀口ダンスワールド／二ｯ森亨ダンスアカデミー

櫻井 美規雄 さくらい　みきお 久門　瑞季 くもん　みずき 矢吹淳次ダンススタジオ

佐藤  陽大 さとう　ようた 山口　玲央奈 やまぐち　れおな ダンスDOJOイワミツ／スドウダンスクリエイション

佐藤  綾 さとう　りょう 小島　早稀 こじま　さき チョイス＆双葉会

ラテン出場選手名簿



リーダー氏名 ふりがな パートナー氏名 ふりがな 所　属　教　室

佐藤　和亀 さとう　かずき 工藤　周子 くどう　ちかこ Dance Act KAM

佐藤　航 さとう　わたる 新田　藍 にった　あい マツウラダンススクール

猿田　雄二 さるた　ゆうじ 久保田　幸 くぼた　みゆき クワバラダンススクール

澤井　優也 さわい　ゆうや 丸野　詩織 まるの　しおり ダンススタジオ常滑

澤入　渓太 さわいり　けいた 浜島　あみ はましま　あみ 嶺岸ソシアルダンスカンパニー

塩野　龍弥 しおの　たつや 松野　葵 まつの　あおい 春日部ＡＫＩダンスアカデミー

清水　基允 しみず　もとみつ 丸市　美幸 まるいち　みゆき 嶺岸ソシアルダンスカンパニー

庄子　悟司 しょうじ　さとし 伊藤　泰子 いとう　やすこ イトウダンススクール

白井　鷹征 しらい　たかまさ 水田　百香 みずた　ももか ／FESSIダンススクール

白石　和也 しらいし　かずや 白石　愛子 しらいし　あいこ TATEISHI Dance Company

鈴木　勇人 すずき  はやと 高辻　なつみ たかつじ　なつみ 二ツ森亨ダンスアカデミー

鈴木　康友 すずき　やすとも 鈴木　海美 すずき　うみ 高円寺毛塚ダンス教室

鈴木　佑哉  すずき　ゆうき 原田　彩華 はらだ　あやか 栗山ダンススタジオ

須藤　達矢 すとう　たつや 庄司　まゆ しょうじ　まゆ 増田ダンスアカデミー／ＤＡＮＣＥ navigation ＭＥＧＵＲＯ

瀬内　英幸 せうち　ひでゆき 斎木　智子 さいき　ともこ テライダンススタジオ

関　勇人 せき　はやと 長谷川　真希 はせがわ　まき オダケイジダンスアカデミー

瀬底　正太 せそこ　しょうた 堀川　真琴 ほりかわ　まこと Dance Studio SEEK／下北沢ダンススタジオ

高槻　華那太 たかつき　かなた 高橋　理子 たかはし　りこ 早川午朗ダンススクール

高野　正武 たかの　まさたけ 吉田　稲美 よしだ　いなみ ジェイズダンスアカデミー／加藤周介ダンスアカデミー

髙橋　祐貴 たかはし　ゆうき 的場　永峯 まとば　えみ サカネダンススクール

田川　貴一 たがわ　きいち 安東　ニシャ あんどう　にしゃ 田川ダンススクール

竹内　大夢 たけうち　ひろむ 中島　由貴 なかじま　ゆうき クワバラダンススクール

武田　葵 たけだ　あおい 坪井　みみ つぼい　みみ TDS サード ダンススクール

立石　啓 たていし　さとし 露口　美咲 つゆぐち　みさき サカネダンススクール／ダンススタジオSAM CIRCUS

田中　航介 たなか　こうすけ 成澤　夏帆 なりさわ　かほ 大塚出ダンススクール

田中　慎一朗 たなか　しんいちろう 田中　あや たなか　あや 得地ソシアルダンススクール／ダンススタジオコネクト橘

田中　直樹 たなか　なおき 石川　真理子 いしかわ　まりこ

中田　裕也 たなか　ゆうや 佐々木　真那 ささき　まな O&Nダンスカンパニー

玉井　征爾 たまい　せいじ 岩澤　桃子 いわさわ  ももこ 奥山ダンススクール／ドレスネットアニエル

丁野　真一 ちょうの　しんいち 井上　望 いのうえ　のぞみ シライシダンススタジオ

辻本　千博 つじもと　ちひろ 黒木　優子 くろき　ゆうこ ビギンダンス教室／

土川　耕平 つちかわ　こうへい 河端　恵利子 かわばた　えりこ Dance Studio Heily

寺倉　憲 てらくら　けん 三枝　真由美 さいぐさ　まゆみ 鈴木ダンススクール／

東海林　祐介 とうかいりん　ゆうすけ 立花　悠 たちばな　はるか 二宮清ダンスアカデミー

堂谷　祐介 どうたに　ゆうすけ 堂谷　悦子 どうたに　えつこ ダンス＆フィットネス Passion

中川　智宏 なかがわ　ともひろ 毛利　桃子 もうり　ももこ 早川午朗ダンススクール

中川　真仁 なかがわ　まさひと まりね まりね 矢部行英ダンスカンパニー

中島　光一 なかじま　こういち 奥山　智美 おくやま　ともみ Dance Lounge 51／AHMS Social Connection

中村　明生 なかむら　あきお 佐藤　恵子 さとう　けいこ ナカムラダンススタジオ

中村　公紀 なかむら　こうき 大塩　香澄 おおしお　かすみ オダケイジダンスアカデミー

西村　嘉月維 にしむら　かずゆき 松村　京花 まつむら　みやか 石原ヒサシダンススクール



リーダー氏名 ふりがな パートナー氏名 ふりがな 所　属　教　室

野村　直人 のむら　なおと 山﨑　かりん やまさき　かりん クワバラダンススクール

箱田　翔次郎 はこだ　しょうじろう 田原　麻吏可 たはら　まりか 日暮里ニシダダンススクール

長谷川　裕紀 はせがわ　ひろのり 綿引　ゆり杏 わたびき　ゆりあ ダンススタジオコガ

八谷　和樹 はちや　かずき 皆川　円 みなかわ　まどか ハチヤダンスアカデミー

林　祐丞 はやし　ゆうすけ 原田　真宝 はらだ　まほ 　

早瀬　仁 はやせ　じん 笹生　稀子 さそう　まきこ ＤＡＮＣＥ navigation ＭＥＧＵＲＯ／

日暮　健二 ひぐらし　けんじ 久保田　裕美 くぼた　ひろみ 二宮清ダンスアカデミー／ダンスドリーム久保田

日野　雄樹 ひの　ゆうき 天野　友莉香 あまの　ゆりか エムズダンスアカデミー

藤井　洋介 ふじい　ようすけ 日向　玲奈 ひなた　れいな アーサーマレーサウス東京スタジオ

藤本　英一 ふじもと　えいいち 近藤　日奈子 こんどう　ひなこ フジモトソシアルダンススタジオ

藤原　健太 ふじわら　けんた 桑原　由佳 くわはら　ゆか 桜井ダンスアカデミー

Flávio　Nunes ふらびお　ぬーねす 安齋　美紀 あんざい　みき studio M ikebukro tokyo

細川　淳也 ほそかわ　じゅんや 木野　愛弓 きの　あゆみ K'sダンススポーツ

細目　恭弘 ほそめ　やすひろ 武本　理絵 たけもと　りえ TDSサード•ダンススクール

正谷　恒揮 まさたに　つねき 齋藤　愛 さいとう　めぐみ マサタニダンススタジオ

正谷　幸久 まさたに　ゆきひさ 堀井　桜 ほりい　さくら マサタニダンススタジオ／

増田　大介 ますだ　だいすけ 塚田　真美 つかだ　まみ Studio CELESAGE by D&M

松岡　孝宣 まつおか　たかのり 三橋　櫻 みつはし　さくら Studio CELESAGE by D&M

松田　容典 まつだ　やすのり 松田　仁美 まつだ　ひとみ Ballroom Dance Studio HOME

松本　悠 まつもと　ひさし 松本　恵 まつもと　めぐみ ダンス教室エイト

毬山　貴人 まりやま　たかと 長島　真実 ながしま　まみ ヒコサカダンススタジオ

三浦　捷人 みうら　はやひと 安樂城　奈智 あらき　なち 三浦ボールルームダンススクール

三室　雄司 みむろ　ゆうじ 武藤　慶子 むとう　けいこ 江東ソシアルダンススクール／ダンススタジオ夏見

宮内　隼輔 みやうち　しゅんすけ 尾崎　沙織 おざき　さおり 岩倉ダンススクール／得地ソシアルダンススクール

宮崎　彰信 みやざき　あきのぶ 宮武　樹 みやたけ　いつき 鳥居ダンススクール（豊中）／YOSHIOKA DANCE CLUB

宮本　敦史 みやもと　あつし 杉本　朋子 すぎもと　ともこ AHMS Social Connection

森　昌太 もり　しょうた 沖本　梨江 おきもと　りえ studio Molly

森田　銀河 もりた　ぎんが 小和田　愛子 こわだ　あいこ 豪徳寺ダンススクール

八重樫　寛由 やえがし　ひろゆき 中村　恵理子 なかむら　えりこ スタジオM&E

安田　充希 やすだ　みつき 日高　空 ひだか　あおい STUDIO NATURAL BEAT 5328

山﨑　博道 やまさき　ひろみち 輿石　美穂 こしいし　みほ S & Co. DANCE STUIDO

若松　祐樹 わかまつ　ゆうき 藤澤　翠美花 ふじわら　すみか ダンスDOJOイワミツ


