
Ｎｏ． リーダー氏名 フリガナ パートナー氏名 フリガナ 所属総局 所属
神奈川
選手権

シニア
スター

Ｂ級
Ｂ級

シニア
Ｃ級 Ｄ級 Ｎ級

神奈川
選手権

Ｂ級 Ｃ級 出場数

03000227 池田 彰宏 ｲｹﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 小島 律子 ｺｼﾞﾏ ﾘﾂｺ 東部 池田ダンススタジオ ● 1

03000637 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 ● ● 2

03000010 石川 浩之 ｲｼｶﾜ ﾋﾛﾕｷ 菅野 純代 ｽｶﾞﾉ ｽﾐﾖ 東部 イシカワヒロユキダンススタジオ ● ● 2

03000648 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 笹生ダンススタジオ ● 1

03000413 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 東部 一条ダンススタジオ ● ● 2

03000650 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 ● ● ● 3

03000569 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 ● 1

03000392 遠藤 健一郎 ｴﾝﾄﾞｳ ｹﾝｲﾁﾛｳ 笹 彩子 ｻｻ ｱﾔｺ 東部 M・トモミスポーツダンスクラブ／カルチャースペースK ● 1

03000676 太田 洵司 ｵｵﾀ ｼﾞｭﾝｼﾞ ナタリヤ ﾅﾀﾘﾔ 東部 オオタダンスアカデミー／ダンススタジオ夏見 ● 1

03000653 恩田 時央 ｵﾝﾀﾞ ﾄｷｵ 伊東 夕奈 ｲﾄｳ ﾕｳﾅ 東部 TDSサード・ダンススクール ● 1

03000592 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 ● ● 2

03000672 加藤 裕哉 ｶﾄｳ ﾕｳﾔ 小川 舞子 ｵｶﾞﾜ ﾏｲｺ 東部 ヒロウエムラダンススタジオ ● 1

03000219 金久保 幸夫 ｶﾅｸﾎﾞ ﾕｷｵ 勝山 エミ ｶﾂﾔﾏ ｴﾐ 東部 ／ダンススクールエメラルド ● 1

03000455 川口 剛 ｶﾜｸﾞﾁ ﾂﾖｼ 小林 春香 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ 東部 ● 1

03000165 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 ● ● 2

07400003 小嶋 潤 ｺｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝ 佐々木 嘉子 ｻｻｷ ﾖｼｺ 未登録 コジマジュン・ダンススタジオ/ムラマツダンス教室 ● ● 2

04000014 阪口 昌也 ｻｶｸﾞﾁ ﾏｻﾔ 阪口 晃子 ｻｶｸﾞﾁ ｱｷｺ 西部 NYC DanceSport Japan ● 1

03000599 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 ● ● 2

03000666 櫻井 美規雄 ｻｸﾗｲ ﾐｷｵ 久門 瑞季 ｸﾓﾝ ﾐｽﾞｷ 東部 矢吹淳次ダンススタジオ ● 1

03000665 佐藤 雅 ｻﾄｳ ﾏｻｼ 小口 久美 ｺｸﾞﾁ ｸﾐ 東部 ● ● 2

03000394 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 ● 1

03000553 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 ● 1

03000605 鈴木 康友 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾄﾓ 鈴木 海美 ｽｽﾞｷ ｳﾐ 東部 毛塚ダンス教室 ● ● 2

03000495 髙田 信行 ﾀｶﾀﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 櫻井 節子 ｻｸﾗｲ ｾﾂｺ 東部 タカダダンススクール ● ● 2
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03000344 武田 葵 ﾀｹﾀﾞ ｱｵｲ 坪井 みみ ﾂﾎﾞｲ ﾐﾐ 東部 TDSサード・ダンススクール ● ● 2

03000360 豊丸 眞示 ﾄﾖﾏﾙ ｼﾝｼﾞ 香山 奈音 ｶﾔﾏ ﾅｵ 東部 横浜ダンス学院 ● 1

03000540 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 Gen Dance Company ● 1

03000663 蜷川 勝俊 ﾆﾅｶﾞﾜ ｶﾂﾄｼ 新妻 由紀 ﾆｲﾂﾏ ﾕｷ 東部 踊場Studioスカイ/サンピエロ二俣川ダンススタジオ ● ● 2

03000662 橋本 聡太 ﾊｼﾓﾄ ｿｳﾀ 大山 真莉乃 ｵｵﾔﾏ ﾏﾘﾉ 東部 橋本ダンススタジオ ● 1

03000645 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 ● 1

03000656 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 ● ● 2

03000667 藤井 俊幸 ﾌｼﾞｲ ﾄｼﾕｷ 谷本 恵理 ﾀﾆﾓﾄ ｴﾘ 東部 Sダンスアカデミー ● 1

03000334 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 ● ● 2

03000098 松下 吉志 ﾏﾂｼﾀ ﾖｼﾕｷ 藤堂 紀里 ﾄｳﾄﾞｳ ﾉﾘ 東部 アマノダンスアカデミー ● 1

03000674 麻戸 洋輔 ﾏﾄ ﾖｳｽｹ 中村 綾 ﾅｶﾑﾗ ｱﾔ 東部 Mato Ballroom Dance Club ● ● 2

05000002 峯村 知和 ﾐﾈﾑﾗ ﾄﾓｶｽﾞ 峯村 京子 ﾐﾈﾑﾗ ｷｮｳｺ 中部 峯村ダンススタジオ ● ● 2

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 東部 スタジオM&E ● ● 2

03000267 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 ● ● 2

03000664 八束 権造 ﾔﾂﾂﾞｶ ｹﾝｿﾞｳ 村田 ゆか ﾑﾗﾀ ﾕｶ 東部 スタジオダンスウェーブ／小林清ダンススクール・サンライズスタジオ ● ● ● ● ● 5

03000301 山口 慎介 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝｽｹ 大津久 綾子 ｵｵﾂｸ ｱﾔｺ 東部 スタジオWITHテライダンスカンパニー ● 1

03000278 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 ● 1


