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リーダー ﾌﾘｶﾞﾅ パートナー ﾌﾘｶﾞﾅ 勤務教室
阿部　行助 ｱﾍﾞ ｺｳｽｹ 奥　一美 ｵｸ ｶｽﾞﾐ ノガミダンススポーツクラブ／山田誠ダンススタジオ
荒木　康孝 ｱﾗｷ ﾔｽﾀｶ 金瀬　友子 ｶﾅｾ ﾄﾓｺ アオキソシアルダンススクール
今西　竜永 ｲﾏﾆｼ ﾀﾂﾅｶﾞ 上脇　友季湖 ｶﾐﾜｷ ﾕｷｺ イワサキソシアルダンスカレッジ／ダンス大塚会館
上村　和之 ｳｴﾑﾗ ｶｽﾞﾕｷ 星野　みちこ ﾎｼﾉ ﾐﾁｺ 橘ダンススクール／タカハシダンススクール
岡田　裕 ｵｶﾀﾞ ﾕﾀｶ 吉田　有希 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ チョイスダンススタジオ
加藤　透 ｶﾄｳ ﾄｵﾙ 加藤　あい ｶﾄｳ ｱｲ 武田ダンススクール
加藤　義人 ｶﾄｳ ﾖｼﾋﾄ 林　絃子 ﾊﾔｼ ｲﾄｺ 二ツ森亨ダンスアカデミー
亀川　隆史 ｶﾒｶﾞﾜ ﾀｶﾌﾐ 高橋　ひとみ ﾀｶﾊｼ ﾋﾄﾐ チョイスダンススタジオ
熊谷　淳一 ｸﾏｶﾞｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ 熊谷　陽子 ｸﾏｶﾞｲ ﾖｳｺ 早川午朗ダンススクール
小日山　哲也 ｺﾋﾔﾏ ﾃﾂﾔ 小日山　知美 ｺﾋﾔﾏ ﾄﾓﾐ コヒヤマダンススクール
斉藤　達哉 ｻｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 八木　恵里香 ﾔｷﾞ ｴﾘｶ 武田ダンススクール
齊藤　央将 ｻｲﾄｳ ﾋｻﾉﾌﾞ 三浦　真紀子 ﾐｳﾗ ﾏｷｺ Social Dancing Club TEAM／ウチダダンススタジオ湘南
佐々木　亮一 ｻｻｷ ﾘｮｳｲﾁ 篠田　香 ｼﾉﾀﾞ ｶｵﾘ 二ツ森亨ダンスアカデミー
佐藤　尚 ｻﾄｳ ﾋｻｼ 佐藤　未由子 ｻﾄｳ ﾕｳｺ ダンススペース・グランデ
篠田　圭吾 ｼﾉﾀﾞ ｹｲｺﾞ 篠田　有希 ｼﾉﾀﾞ ﾕｷ シノダ・スポーツダンスクラブ
清水　啓司 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛｼ 疋田　貴子 ﾋｷﾀ ﾀｶｺ チョイスダンススタジオ
瀬古　薫希 ｾｺ ﾏｻｷ 瀬古　知愛 ｾｺ ﾁｱｷ チョイスダンススタジオ
髙田　聡 ﾀｶﾀﾞ ｻﾄｼ 松村　順子 ﾏﾂﾑﾗ ｼﾞｭﾝｺ オオタ・ダンススクウェア
高柳　克久 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｶﾂﾋｻ 升本　真実 ﾏｽﾓﾄ ﾏﾐ DANCE DUENDE
田中　孝康 ﾀﾅｶ ﾉﾘﾔｽ 加藤　美智子 ｶﾄｳ ﾐﾁｺ チョイスダンススタジオ
田原　健二 ﾀﾊﾗ ｹﾝｼﾞ 佐藤　幸子 ｻﾄｳ ｻﾁｺ 千葉和世ダンスアカデミー南流山スタジオ
丁野　真一 ﾁｮｳﾉ ｼﾝｲﾁ 井上　望 ｲﾉｳｴ ﾉｿﾞﾐ サトウアキヒコダンススタジオ
土屋　純一 ﾂﾁﾔ ｼﾞｭﾝｲﾁ 五十嵐　朋子 ｲｶﾞﾗｼ ﾄﾓｺ サトウアキヒコダンススタジオ
徳永　勝洸 ﾄｸﾅｶﾞ ｶﾂﾋﾛ 徳永　智美 ﾄｸﾅｶﾞ ｻﾄﾐ 中川ダンススクール
内藤　達矢 ﾅｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 手島　紫乃 ﾃｼﾏ ｼﾉ 山田誠ダンススタジオ
中村　康之 ﾅｶﾑﾗ ﾔｽﾕｷ 岡本　真理 ｵｶﾓﾄ ﾏﾘ ヨコミチダンスプラザ
成田　雅延 ﾅﾘﾀ ﾏｻﾉﾌﾞ 元山　朝香 ﾓﾄﾔﾏ ｱｻｶ チョイスダンススタジオ
西尾　浩一 ﾆｼｵ ｺｳｲﾁ 下田　藍 ｼﾓﾀﾞ ｱｲ 武田ダンススクール
西田　欣主 ﾆｼﾀﾞ ﾖｼｶｽﾞ 西田　美穂 ﾆｼﾀﾞ ﾐﾎ 日暮里ニシダダンススクール
野澤　俊介 ﾉｻﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ 橋本　千寿子 ﾊｼﾓﾄ ﾁｽﾞｺ ダンススタジオ石井／ＴＤＣ
袴田　征史 ﾊｶﾏﾀﾞ ﾏｻｼ 山本　真未 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾐ オオタ・ダンススクウェア／伊藤金四郎ダンススタジオ
花田　諭 ﾊﾅﾀﾞ ｻﾄｼ 花田　みずほ ﾊﾅﾀﾞ ﾐｽﾞﾎ シライシダンススタジオ
原　清司 ﾊﾗ ｷﾖｼﾞ 原　昭子 ﾊﾗ ｱｷｺ スタジオ翔
土方　健一 ﾋｼﾞｶﾀ ｹﾝｲﾁ 土方　恵吏子 ﾋｼﾞｶﾀ ｴﾘｺ 二ツ森亨ダンスアカデミー
日高　梓 ﾋﾀﾞｶ ｱｽﾞｻ 相馬　真知子 ｿｳﾏ ﾏﾁｺ ダンススタジオSAM CIRCUS
日高　裕也 ﾋﾀﾞｶ ﾕｳﾔ 東　寛美 ﾋｶﾞｼ ﾋﾛﾐ ダンススタジオSAM CIRCUS
福井　よしゆき ﾌｸｲ ﾖｼﾕｷ 赤井　ひろこ ｱｶｲ ﾋﾛｺ 今村なりちかダンススクール
福士　徳有己 ﾌｸシ ﾉﾘﾕｷ 福士　知佐 ﾌｸｼ ﾁｻ 福士ダンスワールド
北郷　健一 ﾎﾝｺﾞｳ ｹﾝｲﾁ 北郷　まみ ﾎﾝｺﾞｳ ﾏﾐ 池之端ホンゴウダンス倶楽部
松江　廣永 ﾏﾂｴ ﾋﾛｴｲ 松江　真由美 ﾏﾂｴ ﾏﾕﾐ ダンススクールマツエ
森脇　健司 ﾓﾘﾜｷ ｹﾝｼﾞ 的場　未来 ﾏﾄﾊﾞ ﾐｸ 中川ダンススクール／小嶋鉄治ダンススタジオ
山田　圭一郎 ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ 竹井　彩子 ﾀｹｲ ｱﾔｺ 伊藤金四郎ダンススタジオ／ヒウラダンススクール大宮教室


