
リーダー ﾌﾘｶﾞﾅ パートナー ﾌﾘｶﾞﾅ 勤務教室

青田　昂 ｱｵﾀ ﾀｶｼ 秋山　果林 ｱｷﾔﾏ ｶﾘﾝ 千葉和世ダンスアカデミー南流山スタジオ

赤木　修一 ｱｶｷﾞ ｼｭｳｲﾁ 青柳　裕子 ｱｵﾔｷﾞ ﾕｳｺ 池之端ホンゴウダンス倶楽部

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

新垣　幸三 ｱﾗｶｷ ｺｳｿﾞｳ 新垣　貴子 ｱﾗｶｷ ﾀｶｺ 楠潤一郎ダンスアカデミー

飯田　満之 ｲｲﾀﾞ ﾐﾂﾕｷ 松浦　茜 ﾏﾂｳﾗ ｱｶﾈ エムズダンスアカデミー

伊東　佑樹 ｲﾄｳ ﾕｳｷ 高林　志帆 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｼﾎ 二ツ森亨ダンスアカデミー／池之端ホンゴウダンス倶楽部

井上　將也 ｲﾉｳｴ ﾏｻﾔ 井上　由香 ｲﾉｳｴ ﾕｶ

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

太田　洵司 ｵｵﾀ ｼﾞｭﾝｼﾞ 松原　優 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｳ オオタダンスアカデミー

越智　正人 ｵﾁ ﾏｻﾄ 柳瀬　瑠美 ﾔﾅｾ ﾙﾐ オオタ・ダンススクウェア

小野　孝明 ｵﾉ ｺｳﾒｲ 小野　恵美織 ｵﾉ ｴﾐﾘ

加治屋　貴士 ｶｼﾞﾔ ﾀｶｼ 清水　舞 ｼﾐｽﾞ ﾏｲ Team Dance Creative Entertainment

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

神谷　朋昌 ｶﾐﾔ ﾄﾓﾏｻ 植竹　淑恵 ｳｴﾀｹ ﾄｼｴ 楠潤一郎ダンスアカデミー

河合　祐介 ｶﾜｲ ﾕｳｽｹ 河合　歩未 ｶﾜｲ ｱﾕﾐ サワダダンススタジオ

北村　寛 ｷﾀﾑﾗ ﾋﾛｼ 鈴木　舞 ｽｽﾞｷ ﾏｲ ヤハタダンススクール

木下　公一 ｷﾉｼﾀ ｷﾐｶｽﾞ 木下　紗織 ｷﾉｼﾀ ｻｵﾘ ヤハタダンススクール藤沢教室

小泉　真次 ｺｲｽﾞﾐ ｼﾝｼﾞ 野平　真純 ﾉﾋﾗ ﾏｽﾐ コイズミダンススクール

小山　貴史 ｺﾔﾏ ﾀｶﾌﾐ 石塚　悠衣 ｲｼﾂｶ ﾕｲ ヤハタダンススクール

坂井　康秀 ｻｶｲ ﾔｽﾋﾃﾞ 大塚　ちよ子 ｵｵﾂｶ ﾁﾖｺ ダンスアカデミー押上

櫻井　美規雄 ｻｸﾗｲ ﾐｷｵ 水田　麻厘子 ﾐｽﾞﾀ ﾏﾘｺ 矢吹淳次ダンススタジオ／矢部行英ダンスカンパニー

笹生　法章 ｻｻｵ ﾉﾘｱｷ 晶子 ｼｮｳｺ 笹生ダンススタジオ

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

鮫口　伸一郎 ｻﾒｸﾞﾁ ｼﾝｲﾁﾛｳ 阿部　里香子 ｱﾍﾞ ﾘｶｺ 鮫口ダンス教室

芝西　将史 ｼﾊﾞﾆｼ ﾏｻｼ 岸本　麻里亜 ｷｼﾓﾄ ﾏﾘｱ 伊藤金四郎ダンススタジオ

瀬内　孝幸 ｾｳﾁ ﾀｶﾕｷ 稲垣　はる美 ｲﾅｶﾞｷ ﾊﾙﾐ セウチダンススクール

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

高木　隆 ﾀｶｷﾞ ﾀｶｼ 高嶋　聖美 ﾀｶｼﾏ ｷﾖﾐ TAKA&KIYO BALLROOM DANCE TEAM

髙橋　顕史 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾌﾐ 千田　郁子 ﾁﾀﾞ ｲｸｺ 二ツ森亨ダンスアカデミー

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

徳田　翔一 ﾄｸﾀ ｼｮｳｲﾁ 千田　ゆりあ ｾﾝﾀﾞ ﾕﾘｱ 早川午朗ダンススクール

永田　勝規 ﾅｶﾞﾀ ｶﾂﾉﾘ 八幡　さやか ﾔﾊﾀ ｻﾔｶ カワチ総合ダンスアカデミー

西岡　宗一郎 ﾆｼｵｶ ｿｳｲﾁﾛｳ 安達　綾子 ｱﾀﾞﾁ ｱﾔｺ 楠潤一郎ダンスアカデミー

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

阪野　清人 ﾊﾞﾝﾉ ｷﾖﾄ 阪野　綾 ﾊﾞﾝﾉ ｱﾔ バンノダンススタジオ

広岡　嘉生 ﾋﾛｵｶ ﾖｼｵ 野田　有沙 ﾉﾀﾞ ｱﾘｻ オオタ・ダンススクウェア／生田ダンススポーツアカデミー

福田　洋平 ﾌｸﾀﾞ ﾖｳﾍｲ 松下　梨沙 ﾏﾂｼﾀ ﾘｻ サトウアキヒコダンススタジオ

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

松岡　佑紀 ﾏﾂｵｶ ﾕｳｷ 齊藤　ひかる ｻｲﾄｳ ﾋｶﾙ ダンスインモーションシモザワ

麻戸　洋輔 ﾏﾄ ﾖｳｽｹ 中村　綾 ﾅｶﾑﾗ ｱﾔ ダンススタジオキシモト大船

村上　知哉 ﾑﾗｶﾐ ﾄﾓﾔ 村田　佳澄 ﾑﾗﾀ ｶｽﾐ アーサー・マレー大髙ダンススクール／サワダマサヒロダンススタジオ

横田　哲也 ﾖｺﾀ ﾃﾂﾔ 松永　ゆかり ﾏﾂﾅｶﾞ ﾕｶﾘ アカデミーオブダンス．ヨコタ
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