
バルカーカップ第16回統一全日本ダンス選手権大会（グランドプリンスホテル新高輪「飛天」）　
ボールルーム部門 　

（アイウエオ順）
リーダー ヨミガナ パートナー ヨミガナ ｸﾗｽ 所属団体 総局 所属教室

赤峰 忠明 ｱｶﾐﾈ ﾀﾀﾞｱｷ 赤峰 えりこ ｱｶﾐﾈ ｴﾘｺ A JCF 九州 ＲＩＺダンススクール
穐吉　康典 ｱｷﾖｼ　ﾔｽﾉﾘ 戸田　裕子 ﾄﾀﾞ　ﾕｳｺ A JDC 東部 今村なりちかダンススクール
浅村　慎太郎 ｱｻﾑﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 遠山　恵美 ﾄｵﾔﾏ ｴﾐ A JBDC 西部 ドイダンススクール

安部 邦臣 ｱﾍﾞ ｸﾆｵﾐ 安部 弥美 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾐ A JCF 東部 ダンススタジオファミリー
新井　透 ｱﾗｲ ﾄｵﾙ 飯塚　一恵 ｲｲﾂﾞｶ ｶｽﾞｴ A JBDC 東部 スポーツダンススタジオアクトレス

新井　優斗 ｱﾗｲ ﾕｳﾄ 丸内　歩美 ﾏﾙｳﾁ ｱﾕﾐ B JBDC 東部 安東ダンススクール

荒木  康孝 ｱﾗｷ ﾔｽﾀｶ 金瀬  友子 ｶﾅｾ ﾄﾓｺ A JDC 東部 アオキソシアルダンススクール 　
池上　彰朗 イケガミ　アキオ章月　香里 アキヅキ　カオリ Ａ JDC 西部 ダンスカンパニー　オノエ

池澤 大輔 ｲｹｻﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 長谷川 千洋 ﾊｾｶﾞﾜ ﾁﾋﾛ A JCF 西部 CO CO エレガンスダンス総合学院
池冨　勇輝 ｲｹﾄﾐ ﾕｳｷ 上野　景子 ｴｳﾉ ｹｲｺ Ａ JDC 中部 カトウノノブヒトダンスアカデミー
井﨑　健太 ｲｻｷ ｹﾝﾀ 伊藤　沙織 ｲﾄｳ ｻｵﾘ A JBDC 東部 西岡ダンススクール

石井 誠治 ｲｼｲ ｾｲｼﾞ 水摩 あさみ ﾐｽﾞﾏ ｱｻﾐ A JCF 九州 ダンス教室エイト
石川 浩之 ｲｼｶﾜ ﾋﾛﾕｷ 菅野 純代 ｽｶﾞﾉ ｽﾐﾖ A JCF 東部 イシカワヒロユキダンススタジオ
石原 正敏 ｲｼﾊﾗ ﾏｻﾄｼ 横山 晴己 ﾖｺﾔﾏ ﾊﾙﾐ A JCF 東部 サードダンススクール
一条 まこと ｲﾁｼﾞｮｳ ﾏｺﾄ 芝田 美和子 ｼﾊﾞﾀ ﾐﾜｺ C JCF 東部 一条ダンススタジオ
伊藤　大輔 イトウ　ダイスケ伴　まゆみ バン　マユミ A JDC 西部 ダンススクールD&M
糸川　充生 イトカワ　ミツオ 糸川　玉玲 イトカワ　ユイリン B JDC 西部 ラインダンススクール
岩城    聖 ｲﾜｷ ｾｲ 深井　千浩 ﾌｶｲ ﾁﾋﾛ A JBDC 東部 西岡ダンススクール

岩佐　晃次 イワサ　コウジ 若木 敬子 ケイコ　ワカキ A JDC 西部 イワサコウジ・ダンスアカデミー

岩田 亮二 ｲﾜﾀ ﾘｮｳｼﾞ 加﨑 万智 ｶｻﾞｷ ﾏﾁ A JCF 東部 青柳ダンスアカデミー
岩本　憲幸 ｲﾜﾓﾄ ﾉﾘﾕｷ 島田　万菜 ｼﾏﾀﾞ ﾏﾅ B JDC 中部 ナゴヤダンスアカデミー

植木 武志 ｳｴｷ ﾀｹｼ 植木 みゆき ｳｴｷ ﾐﾕｷ A JCF 東部 ダンス大塚会館
上田　信夫 ｳｴﾀﾞ ﾉﾌﾞｵ 上田　千佳 ｳｴﾀﾞ ﾁｶ A JBDC 中部 ツチヤダンススクール

上村　和之 ｳｴﾑﾗ　ｶｽﾞﾕｷ 上村　迪子 ｳｴﾑﾗ　ﾐﾁｺ A JDC 東部 橘ダンススクール/タカハシダンススクール春日部
臼井　一史 ｳｽｲ ｶｽﾞﾌﾐ 臼井　恵 ｳｽｲ ﾒｸﾞﾐ A JBDC 東部 サカネダンススクール

打越 美智夫 ｳﾁｺｼ ﾐﾁｵ 打越 珠恵 ｳﾁｺｼ ﾀﾏｴ A JCF 東部 ウチコシミチオダンススタジオＤ2
内田 真史 ｳﾁﾀﾞ ﾏｻﾌﾐ 小村 明美 ｺﾑﾗ ｱｹﾐ A JCF 東部 　　　　　　　　　／小村ダンスファクトリー
榎田　隆宏 ｴﾉｷﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 大石　瑠那 ｵｵｲｼ ﾙﾅ B JBDC 東部 ＤＡＮＣＥ　navigation　ＭＥＧＵＲＯ

遠藤 秀和 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 土屋 美哉 ﾂﾁﾔ ﾐｶ A JCF 東部 エンドウヒデカズ ダンススタジオ
及川　考人 ｵｲｶﾜ　ﾀｶﾄ 髙木　恭子 ﾀｶｷﾞ　ｷｮｳｺ A JDC 東部 橘ダンススクール/銀座ソシアルダンシングアカデミー
大澤　隆一 ｵｵｻﾜ ﾘｭｳｲﾁ 林　佳奈 ﾊﾔｼ ｶﾅ C JBDC 東部 篠田忠ダンスカレッジ

太田　雅士 ｵｵﾀ ﾏｻｼ 川澄　清香 ｶﾜｽﾐ ｻﾔｶ B JDC 中部 ニシダダンススタジオ

大竹 道雄 ｵｵﾀｹ ﾐﾁｵ 高田 美穂子 ﾀｶﾀﾞ ﾐﾎｺ A JCF 東部 オオタケダンススクール
大谷　源太郎 ｵｵﾀﾆ ｹﾞﾝﾀﾛｳ 大谷　志津 ｵｵﾀﾆ ｼｽﾞ B JBDC 東部 タナカダンススクール

大塚　裕倫 ｵｵﾂｶ ﾋﾛﾐﾁ 大塚　まい ｵｵﾂｶ ﾏｲ A JBDC 中部 ダンススタジオソワール

大坪　浩二 オオツボ　コウジ佐藤　愛子 サトウ　アイコ A JDC 西部 O&Nダンスカンパニー
大西　亘 ｵｵﾆｼ ﾜﾀﾙ 池田　ちかる ｲｶﾀﾞ ﾁｶﾙ A JBDC 北海道 佐藤伴幸ダンススクール 　
王野　振稔 ｵｵﾉ　ﾉﾌﾞﾄｼ 王野　亜紀 ｵｵﾉ　ｱｷ A JDC 九州 ミウラダンス教室

大村 隼 ｵｵﾑﾗ ﾊﾔﾄ 大村 素子 ｵｵﾑﾗ ﾓﾄｺ A JCF 西部 京橋ダンススクール
岡　俊宏 ｵｶ ﾄｼﾋﾛ 平出　瑞紀 ﾋﾗﾀ ﾐｽﾞｷ B JDC 中部 中川雄太ダンスアカデミー
岡田　直人 ｵｶﾀﾞ ﾅｵﾄ 若槻　絵里子 ﾜｶﾂｷ ｴﾘｺ B JBDC 東部 タマオキトモヒロダンススクール立川

奥村 唯臣 ｵｸﾑﾗ ﾀﾀﾞｵﾐ 厚美 めぐみ ｱﾂﾐ ﾒｸﾞﾐ A JCF 東部 セイジダンスフィールド/ダンススクール新狭山
小倉　瑛次 ｵｸﾞﾗ ｴｲｼﾞ 山岡　瞳 ﾔﾏｵｶ ﾋﾄﾐ A JBDC 西部 ビギンダンス教室

小野 大輔 ｵﾉ ﾀﾞｲｽｹ 中村 佳菜 ﾅｶﾑﾗ ｶﾅ A JCF 東部 サードダンススクール
小原　正大 ｵﾊﾗ ﾏｻﾋﾛ 小原　香織 ｵﾊﾗ ｶｵﾘ A JBDC 東部 ミウラダンスアカデミー

角田　泰章 ｶｸﾀﾞ ﾔｽｱｷ 川上　真由子 ｶﾜｶﾐ ﾏﾕｺ A JBDC 西部 森ソシアルダンススクール日本橋校

北牧　雅文 ｶﾀﾏｷ ﾏｻﾌﾐ 田村　奈緒子 ﾀﾑﾗ ﾅｵｺ A JBDC 西部 丸山ダンス教室（針中野教室）

片山　智彦 ｶﾀﾔﾏ ﾄﾓﾋｺ 片山　佳奈 ｶﾀﾔﾏ ｶﾅ A JBDC 西部 Ｋａｔａｙａｍａ　Ｄａｎｃｅ　Ｗｏｎｄｅｒｌａｎｄ

片山 雄暉 ｶﾀﾔﾏ ﾕｳｷ 片山 法子 ｶﾀﾔﾏ ﾉﾘｺ A JCF 東部 片山ダンススクール
金久保 幸夫 ｶﾅｸﾎﾞ ﾕｷｵ 勝山 エミ ｶﾂﾔﾏ ｴﾐ A JCF 東部 　　　　　　/ダンススクール・エメラルド
金子　貴也 カネコ　タカヤ 下山　愛子 シモヤマ　アイコ A JDC 西部 DANCE TEAM YOKO
亀川　隆史 ｶﾒｶﾞﾜ ﾀｶﾌﾐ 富岡　真子 ﾄﾐｵｶ ﾏｺ B JDC 東部  ﾁｮｲｽﾀﾞﾝｽｽﾀｼﾞｵ
川上　弘祐 ｶﾜｶﾐ ｺｳｽｹ 川上　暁子 ｶﾜｶﾐ ｱｶﾈ B JBDC 東部 早川ダンススタジオ

川島  知也 ｶﾜｼﾏ ﾄﾓﾔ 高野  恵 ﾀｶﾉ ﾒｸﾞﾐ A JDC 東部 チョイスダンススタジオ

菊池 和春 ｷｸﾁ ｶｽﾞﾊﾙ 酒井 恵美 ｻｶｲ ｴﾐ A JCF 東部 フジイダンススクール／ﾀﾞﾝｽｼﾞｬﾙﾀﾞﾝ大森山王ｽﾃｭｰﾃﾞｨｵ
喜嶋  信晶 ｷｼﾞﾏ ﾉﾌﾞｱｷ 福原　久絵 ﾌｸﾊﾗ ﾋｻｴ A JBDC 東部 ダンスガーデンキジマ

北岡 和夫 ｷﾀｵｶ ｶｽﾞｵ 高田 伸子 ﾀｶﾀﾞ ﾉﾌﾞｺ A JCF 東部 北岡ダンススクール／エランダンススクール
喜多田 芳起 ｷﾀﾀﾞ ﾖｼｷ 細田 千代 ﾎｿﾀﾞ ﾁﾖ A JCF 西部 京橋ダンススクール
木下　喜一郎 ｷﾉｼﾀ ｷｲﾁﾛｳ 本田　尚美 ﾎﾝﾀﾞ ﾅｵﾐ A JBDC 西部 ＹＭダンス教室

木村 勇 ｷﾑﾗ ﾕｳｷ 伊藤 瑞穂 ｲﾄｳ ﾐｽﾞﾎ A JCF 東部 ケヅカテツオダンスアカデミー
木村 嘉宏 ｷﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ 木村 敦子 ｷﾑﾗ ｱﾂｺ A JCF 東部 海宝ダンススクール
杭田 智昭 ｸｲﾀ ﾄﾓｱｷ 杭田 宏美 ｸｲﾀ ﾋﾛﾐ A JCF 西部 ＴＨボールルームアカデミー
九鬼  章悦 ｸｷ ｱｷﾖｼ 九鬼  亜弓  ｸｷ ｱﾕﾐ C JDC 東部 Dance Arts Tokyo

楠谷 喜洋 ｸｽﾀﾆ ﾖｼﾋﾛ 楠谷 恵 ｸｽﾀﾆ ﾒｸﾞﾐ A JCF 東部 片山ダンススクール
工藤　洋司 ｸﾄﾞｳ ﾋﾛｼ 工藤　亜由未 ｸﾄﾞｳ ｱﾕﾐ A JBDC 西部 森ソシアルダンススクール日本橋校

倉地　宏治 ｸﾗﾁ　ｺｳｼﾞ 倉地　ともみ ｸﾗﾁ　ﾄﾓﾐ A JDC 九州 K'sダンススポーツ

栗原 秀雄 ｸﾘﾊﾗ ﾋﾃﾞｵ 大山 聡子 ｵｵﾔﾏ ｻﾄｺ A JCF 東部 栗原ダンス倶楽部
小堺　大士 ｺｻﾞｶｲ ﾀｲｼ 横山　仁美 ﾖｺﾔﾏ ﾋﾄﾐ A JBDC 西部 Ｋｏｚａｋａｉダンススクール

越川 真人 ｺｼｶﾜ ﾏｻﾄ 越川 民子 ｺｼｶﾜ ﾀﾐｺ A JCF 東部 コシカワダンススクール
小嶋 潤 ｺｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝ 山﨑 真澄 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｽﾐ A JCF 東部 コジマジュン・ダンススタジオ
小杉　具也 ｺｽｷﾞ ﾄﾓﾔ 小杉　伸江 ｺｽｷﾞ ﾉﾌﾞｴ A JBDC 東部 檜山ダンススクール

小平 寛 ｺﾀﾞｲﾗ ﾋﾛｼ 上村 美保 ｳｴﾑﾗ ﾐﾎ A JCF 東部 ミヤジマヒデユキダンススクール
小西　雅司 ｺﾆｼ ﾏｻｼ 小西　洋子 ｺﾆｼ ﾖｳｺ Ａ JDC 中部 小西雅司ダンススタジオ

小林 修 ｺﾊﾞﾔｼ ｵｻﾑ 馬場先 陽子 ﾊﾞﾊﾞｻｷ ﾖｳｺ A JCF 東部 タグチマツオダンススクール
小林　恒路 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾞ 赤沼　美帆 ｱｶﾇﾏ ﾐﾎ A JBDC 東部 奥山ダンススクール

小日山　哲也 ｺﾋﾔﾏ ﾃﾂﾔ 小日山　知美 ｺﾋﾔﾏ ﾄﾓﾐ A JDC 東部 コヒヤマダンススクール
近藤  誉仁 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾄ 及川  珠里 ｵｲｶﾜ ｼﾞｭﾘ B JBDC 東部 コンドウタカヒト・ダンススタジオ

金野　哲也 ｺﾝﾉ ﾃﾂﾔ 井之口　香織 ｲﾉｸﾞﾁ ｶｵﾘ A JBDC 東部 ソシアルダンススタジオナリタケ



斉藤　達哉 ｻｲﾄｳ　ﾀﾂﾔ 八木　恵里香 ﾔｷﾞ　ｴﾘｶ A JDC 東部 武田ダンススクール
榊原　学 サカキハラ　ガク榊原　菜々 サカキハラ　ナナ A JDC 西部 榊原ダンスカンパニー
阪口　昌也 ｻｶｸﾞﾁ ﾏｻﾔ 山田　晃子 ﾔﾏﾀﾞ ｱｷｺ A JBDC 西部 ポートサイドスタジオ

坂本　英範 ｻｶﾓﾄ ﾋﾃﾞﾉﾘ 小黒　奈々 ｵｸﾞﾛ ﾅﾅ B JBDC 東部 西岡ダンススクール

櫻井 朝之 ｻｸﾗｲ ﾄﾓﾕｷ 木須 サオリ ｷｽ ｻｵﾘ A JCF 東部 小嶋鉄治ダンススタジオ
佐藤　純平 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 亀山　聡美 ｶﾒﾔﾏ ｻﾄﾐ A JBDC 東部 篠田忠ダンスカレッジ

佐山　卓司 ｻﾔﾏ ﾀｸｼﾞ 宮原　ゆかり ﾐﾔﾊﾗ ﾕｶﾘ A JBDC 東部 浜松町ダンススクール

柴田　真希 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻｷ 柴田　綾子 ｼﾊﾞﾀ ｱﾔｺ Ｂ JDC 中部 ナゴヤダンスアカデミー
柴田　悠貴 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳｷ 松原　麻美 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｱｻﾐ A JBDC 西部 ハピネスダンスアカデミー

柴山　和樹 ｼﾊﾞﾔﾏ ｶｽﾞｷ 柴山　朋代 ｼﾊﾞﾔﾏ ﾄﾓｺ Ａ JDC 中部 中川雄太ダンスアカデミー
島岡　由尭 ｼﾏｵｶ ﾖｼﾀｶ 小櫻　綾子 ｺｻﾞｸﾗ ｱﾔｺ B JBDC 東部 門前仲町毛塚ダンスアートアカデミー

清水　太地 ｼﾐｽﾞ ﾀｲﾁ 清水　早紀 ｼﾐｽﾞ ｻｷ A JBDC 西部 桜井ダンスアカデミー

清水　啓司 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛｼ 疋田　貴子 ﾋｷﾀ ﾀｶｺ A JDC 東部 チョイスダンススタジオ
下平　文孝 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾌﾐﾀｶ 生方　美沙 ｳﾌﾞｶﾀ ﾐｻ B JBDC 東部 シマザキダンススクール

十文字　勝 ｼﾞｭｳﾓﾝｼﾞ ﾏｻﾙ 梶山　賀代 ｶｼﾞﾔﾏ ｶﾖ B JBDC 東部 横浜桝岡ダンス教室

Shao　Shuai ｼｮｳ ｽｲ 田中 彩恵 ﾀﾅｶ ｻｴ A JCF 東部 ダンスオプション六本木／ヨコミチダンスプラザ
庄司 浩太 ｼｮｳｼﾞ ｺｳﾀ 庄司 名美 ｼｮｳｼﾞ ﾅﾐ SA JCF 東部 高田馬場　山野ダンススクール
白神　淳 ｼﾗﾊﾞﾐ ｱﾂｼ 石口　瑞恵 ｲｼｸﾞﾁ ﾐｽﾞｴ A JBDC 東部 檜山ダンススクール

末安　祐一郎 ｽｴﾔｽ ﾕｳｲﾁﾛｳ 木村　友華 ｷﾑﾗ ﾕｶ A JBDC 東部 門前仲町毛塚ダンスアートアカデミー

菅井    学 ｽｶﾞｲ ﾏﾅﾌﾞ 尚和　由里子 ｼｮｳﾜ ﾕﾘｺ A JBDC 東部 奥山ダンススクール

杉野　貴史 ｽｷﾞﾉ ﾀｶｼ ＩＲＥＰ　 ｲﾚｯﾌﾟ A JBDC 東部 エムズダンスアカデミー

杉本 秀央 ｽｷﾞﾓﾄ ﾋﾃﾞﾋｻ 杉本 明子 ｽｷﾞﾓﾄ ｱｷｺ A JCF 東部 助川ダンス教室
鈴木　啓 ｽｽﾞｷ ｱｷﾗ 古川　玲奈 ﾌﾙｶﾜ ﾚｲﾅ A JBDC 東部 横浜桝岡ダンス教室

鈴木　貴雄 ｽｽﾞｷ ﾀｶｵ 中本　直美 ﾅｶﾓﾄ ﾅｵﾐ B JBDC 東部 エムズダンスアカデミー

鈴木　肖生 スズキ　ノリオ 鈴木　みゆき スズキ　ミユキ A JDC 西部 スズキノリオダンスカンパニー

世古宗 弘一 ｾｺﾑﾈ ｺｳｲﾁ 世古宗 友子 ｾｺﾑﾈ ﾄﾓｺ A JCF 東部 セコムネ　ダンス　フィールド
髙島　晃治 ﾀｶｼﾏ ｺｳｼﾞ 髙島　敦子 ﾀｶｼﾏ ｱﾂｺ Ａ JDC 中部 ミクニダンススタジオ
髙田　聡 ﾀｶﾀﾞ　ｻﾄｼ 松村　順子 ﾏﾂﾑﾗ　ｼﾞｭﾝｺ A JDC 東部 オオタ・ダンススクウェア
髙橋　団 ﾀｶﾊｼ　ﾀﾞﾝ 姫見　麻未 ﾋﾒﾐ　ﾏﾐ B JDC 東部 シライシダンススタジオ/津野ダンススタジオ
髙橋　知靖 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾔｽ 髙橋　ちさと ﾀｶﾊｼ ﾁｻﾄ Ａ JDC 中部 バンノダンススタジオ
高柳　克久 ﾀｶﾔﾅｷﾞ　ｶﾂﾋｻ 升本　真実 ﾏｽﾓﾄ　ﾏﾐ A JDC 東部 DANCE DUENDE
瀧倉　茂 ﾀｷｸﾗ　ｼｹﾞﾙ 瀧倉　柚美 ﾀｷｸﾗ ﾕﾐ B JDC 西部 Dance Dojo Takikura
竹内　大祐 ﾀｹｳﾁ ﾀﾞｲｽｹ 竹内　ももこ ﾀｹｳﾁ ﾓﾓｺ Ａ JDC 中部 カトウノノブヒトダンスアカデミー
武智　厚樹 タケチ　アツキ 古下　千鶴 コシモ　チヅル A JDC 西部 ATダンススタジオ

田中 雄大 ﾀﾅｶ ﾀｹﾋﾛ 小倉 さゆり ｵｸﾞﾗ ｻﾕﾘ A JCF 東部
田中  孝康 ﾀﾅｶ ﾉﾘﾔｽ 加藤  美智子 ｶﾄｳ ﾐﾁｺ A JDC 東部 チョイスダンススタジオ
田中　雅人 ﾀﾅｶ ﾏｻﾄ 田中　くるみ ﾀﾅｶ ｸﾙﾐ A JBDC 東部 安東ダンススクール

田原　健二 ﾀﾊﾗ ｹﾝｼﾞ 佐藤　幸子 ｻﾄｳ　ｻﾁｺ A JDC 東部 タハラダンススタジオ
田松　周一郎 ﾀﾏﾂ ｼｭｳｲﾁ 花盛　香織 ﾊﾅﾓﾘ ｶｵﾘ A JBDC 東部 中原ダンスアカデミー

田村  晃男 ﾀﾑﾗ ｱｷｵ 若尾    律 ﾜｶｵ ﾘﾂ A JBDC 東部 クラウンダンススクール内／ジョイフルダンススタジオ

田屋 博之 ﾀﾔ ﾋﾛﾕｷ 泉 由美 ｲｽﾞﾐ ﾕﾐ A JCF 東部 コア・ダンススポーツクラブ
趙 淳 ﾁｮｳ ｼﾞｭﾝ 津田 友梨香 ﾂﾀﾞ ﾕﾘｶ C JCF 東部 佐藤ダンススクール
朝増 拓哉 ﾁｮｳｿｳ ﾀｸﾔ 中川 千秋 ﾅｶｶﾞﾜ ﾁｱｷ A JCF 東部 スズキイチロー・ダンスアカデミー
土持　祐介 ﾂﾁﾓﾁ　ﾕｳｽｹ 土持　春奈 ﾂﾁﾓﾁ　ﾊﾙﾅ A JDC 九州 コスモスダンスアカデミー
都築　順也 ﾂﾂﾞｷ ｼﾞｭﾝﾔ 都築　麻美 ﾂﾂﾞｷ ｱｻﾐ A JBDC 中部 ハッピーダンス教室

当麻 眞示 ﾄｳﾏ ｼﾝｼﾞ 吉川 亜衣里 ﾖｼｶﾜ ｱｲﾘ A JCF 東部 横浜ダンス学院
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 B JDC 東部 Dance Arts Tokyo

戸野倉 栄二 ﾄﾉｸﾗ ｴｲｼﾞ 山崎 秀子 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾃﾞｺ A JCF 東部 トノクラエイジダンススタジオ
富田 宗嗣 ﾄﾐﾀﾑ ﾈﾂｸﾞ 富田 陽子 ﾄﾐﾀ ﾖｳｺ A JCF 九州 トミタボールルームダンスアカデミー
友井田　将来 ﾄﾓｲﾀﾞ ﾏｻｷ 小野田　のぞみ ｵﾉﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ B JBDC 東部 シノダマナブダンススクール

豊島 慶一 ﾄﾖｼﾏ ｹｲｲﾁ 中里 絵梨子 ﾅｶｻﾞﾄ ｴﾘｺ A JCF 西部 Ciao Dance
内藤　達矢 ﾅｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 手島　紫乃 ﾃｼﾏ ｼﾉ A JDC 東部 山田誠ダンススタジオ
仲秋　彰燿 ﾅｶｱｷ ｱｷﾃﾙ 仲秋　潤 ﾅｶｱｷ ｼﾞｭﾝ A JBDC 西部 彩人～いろどりんど～

中泉 繁 ﾅｶｲｽﾞﾐ ｼｹﾞﾙ 松岡 芽利 ﾏﾂｵｶ ﾒﾘ A JCF 東部 ダンススタジオ　ナカイズミ
中川　雄太 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 中川　久美子 ﾅｶｶﾞﾜ ｸﾐｺ ＳＡ JDC 中部 中川雄太ダンスアカデミー

長島 玄起 ﾅｶﾞｼﾏ ｹﾞﾝｷ 鈴木 英香 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞｺ A JCF 東部 タカマツダンススクール／ワシミダンススクール
中嶋 秀樹 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾃﾞｷ 中嶋 美喜 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｷ A JCF 東部 コダマ・ボールルームダンス・スタジオ
長島  大志 ﾅｶﾞｼﾏ ﾋﾛｼ 中尾　友美 ﾅｶｵ ﾕﾐ C JBDC 東部 ダンスオプション六本木

中嶋　康人 ﾅｶｼﾏ　ﾔｽﾄ 中嶋　藍香 ﾅｶｼﾏ　ｱｲｶ B JDC 九州 ダンススタジオ中嶋
永田　薫 ﾅｶﾞﾀ　ｶｵﾙ 飯野　さやか ｲｲﾉ　ｻﾔｶ A JDC 東部 小林ダンススクール
中辻　善典 ﾅｶﾂｼﾞ ﾖｼﾉﾘ 岡﨑　ひろみ ｵｶｻﾞｷ ﾋﾛﾐ A JBDC 西部 鳥居ダンススクール（梅田教室）

中野　雅章 ﾅｶﾉ ﾏｻｱｷ 村上　八千代 ﾑﾗｶﾐ ﾔﾁﾖ D JDC 中部 小西雅司ダンススタジオ
中村　康之 ﾅｶﾑﾗ ﾔｽﾕｷ 岡本　真理 ｵｶﾓﾄ ﾏﾘ A JDC 東部 ヨコミチダンスプラザ

楢林 明博 ﾅﾗﾊﾞﾔｼ ｱｷﾋﾛ 糸山 由里子 ｲﾄﾔﾏ ﾕﾘｺ A JCF 九州 コレットダンススタジオ
成田　学 ﾅﾘﾀ ﾏﾅﾌﾞ 牛澤　友美 ｳｼｻﾞﾜ ﾄﾓﾐ B JBDC 東部 ウチダダンススペース

新鞍　貴浩 ﾆｲｸﾗ ﾀｶﾋﾛ 中田　裕希子 ﾅｶﾀ ﾕｷｺ A JBDC 東部 タマオキトモヒロダンススクール荻窪

新美　一輝 ﾆｲﾐ ｶｽﾞｷ 木全　志穂 ｷﾏﾀ ｼﾎ Ａ JDC 中部 サトウダンススクール
西尾　浩一 ﾆｼｵ ｺｳｲﾁ 下田　藍 ｼﾓﾀﾞ ｱｲ Ａ JDC 東部 武田ダンススクール
西田　克義 ﾆｼﾀﾞ ｶﾂﾖｼ 佐藤　晴香 ｻﾄｳ ﾊﾙｶ Ａ JDC 中部 ニシダダンススタジオ
西田　欣主 ﾆｼﾀﾞ ﾖｼｶｽﾞ 西田　美穂 ﾆｼﾀﾞ　ﾐﾎ A JDC 東部 日暮里ニシダダンススクール

西原 光熙 ﾆｼﾊﾗ ｺｳｷ 西原 典子 ﾆｼﾊﾗ ﾉﾘｺ A JCF 東部 ニシハラコウキダンスアカデミー
西山 三男 ﾆｼﾔﾏ ﾐﾂｵ 西山 雅代 ﾆｼﾔﾏ ﾏｻﾖ A JCF 東部 ダンススタジオ西山
貫名　強 ﾇｷﾅ ﾂﾖｼ 柴原　まりこ ｼﾊﾞﾊﾗ ﾏﾘｺ A JBDC 東部 ダンスパークヤナギバシ

荻原　茂樹 ﾊｺﾞﾜﾗ ｼｹﾞｷ 江本　奈都子 ｴﾓﾄ ﾅﾂｺ B JBDC 東部 シノダマナブダンススクール

橋口 正臣 ﾊｼｸﾞﾁ ﾏｻｵﾐ 佐藤 絵里子 ｻﾄｳ ｴﾘｺ A JCF 東部 正藤ダンススクール
橋本　剛 ﾊｼﾓﾄ ｺﾞｳ 恩田　恵子 ｵﾝﾀﾞ ｹｲｺ S JBDC 西部 ビギンダンス教室

畑中  敦行 ﾊﾀﾅｶ ｱﾂﾕｷ 西尾　明日香 ﾆｼｵ ｱｽｶ A JBDC 東部 畑中ダンススクール

花田　諭 ﾊﾅﾀﾞ　ｻﾄｼ 花田　みずほ ﾊﾅﾀﾞ　ﾐｽﾞﾎ A JDC 東部 シライシダンススタジオ

馬場 康宏 ﾊﾞﾊﾞ ﾔｽﾋﾛ 馬場 真友美 ﾊﾞﾊﾞ ﾏﾕﾐ A JCF 東部 目黒駅前馬場ダンス教室
濱田　哲平 ﾊﾏﾀﾞ ﾃｯﾍﾟｲ 増田　唯 ﾏｽﾀﾞ ﾕｲ A JBDC 西部 ＴＥＰＰＥＩ　ｈａｍａｄａ　ｄａｎｃｅ　ｓｔｕｄｉｏ

羽村 康弘 ﾊﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ 中原 千景 ﾅｶﾊﾗ ﾁｶｹﾞ C JCF 東部 羽村ダンススクール
林　健太郎 ﾊﾔｼ ｹﾝﾀﾛｳ 小林　響子 ｺﾊﾞﾔｼ ｷｮｳｺ B JBDC 東部 折山ダンススクール



林 俊喬 ﾊﾔｼ ﾄｼﾀｶ 竹森 舞 ﾀｹﾓﾘ ﾏｲ A JCF 東部 千田修治ソシアルダンスカンパニー
林 雅也 ﾊﾔｼ ﾏｻﾔ 大嶋 香里 ｵｵｼﾏ ｶｵﾘ A JCF 東部 ケヅカテツオダンスアカデミー
原　辰瑠 ﾊﾗ　ﾀﾂﾙ 加納　さくら ｶﾉｳ　ｻｸﾗ C JDC 東部 ロードライトダンスアカデミー

原田 博行 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 原田 園子 ﾊﾗﾀﾞ ｿﾉｺ A JCF 東部 かまとり駅前ダンススクール
樋口 暢哉 ﾋｸﾞﾁ ﾉﾌﾞﾔ 柴田 早綾香 ｼﾊﾞﾀ ｻﾔｶ A JCF 東部 ミヤジマヒデユキダンススクール
日高　梓 ﾋﾀﾞｶ　ｱｽﾞｻ 相馬　真知子 ｿｳﾏ　ﾏﾁｺ A JDC 東部 ダンススタジオ　SAM CIRCUS
蛭田　康平 ﾋﾙﾀ ｺｳﾍｲ 山本　菜緒 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵ B JBDC 東部 檜山ダンススクール

福田　健一郎 ﾌｸﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ 森　由希 ﾓﾘ ﾕｷ A JBDC 東部 篠田忠ダンスカレッジ

福田　裕一 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｲﾁ エリザベス・グレイ ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ･ｸﾞﾚｲ A JBDC 東部 篠田忠ダンスカレッジ

藤家　浩史 ﾌｼﾞｶ ﾋﾛｼ 藤家　繭 ﾌｼﾞｶ ﾏﾕ A JBDC 西部 桜井ダンスアカデミー

藤原 全史 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｻﾌﾐ 増田 恵実 ﾏｽﾀﾞ ｴﾐ A JCF 東部 フジワラダンスアカデミー
船山 正明 ﾌﾅﾔﾏ ﾏｻｱｷ 五十嵐 久乃 ｲｶﾞﾗｼ ﾋｻﾉ A JCF 東部 ダンスワールドフナヤマ ライジングスタジオ
坊迫   有紀 ﾎﾞｳｻｺ ﾕｳｷ 倉橋　さら ｸﾗﾊｼ ｻﾗ B JBDC 東部 石原ダンスクラブ

本所　哲也 ﾎﾝｼﾞｮ ﾃﾂﾔ 本所　夕霞 ﾎﾝｼﾞｮ ﾕｶ A JBDC 西部 桜井ダンスアカデミー

本多 覚 ﾎﾝﾀﾞ ｻﾄﾙ 木村 知津子 ｷﾑﾗ ﾁﾂﾞｺ B JCF 東部 本多ダンススタジオ／ダンスパティオＴ＆Ｔ
本多　龍士 ﾎﾝﾀﾞ ﾘｮｳｼﾞ 戎野　紗与 ｴﾋﾞｽﾉ ｻﾖ A JBDC 東部 檜山ダンススクール

正藤 隆史 ﾏｻﾄｳ ﾀｶｼ 正藤 智子 ﾏｻﾄｳ ﾄﾓｺ A JCF 東部 正藤ダンススクール
MATTHEW DAY ﾏｼｭｳｰ ﾃﾞｲ MAYA　DAY ﾏﾔ ﾃﾞｲ C JBDC 東部 ジェイズダンスアカデミー

松岡　憲昭 ﾏﾂｵｶ ﾉﾘｱｷ 松岡　有紀 ﾏﾂｵｶ ﾕｷ Ａ JDC 中部 ナゴヤダンスアカデミー
松崎　裕太郎 ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳﾀﾛｳ 堀川　真琴 ﾎﾘｶﾜ ﾏｺﾄ A JBDC 東部 北條ダンススクール

松下 吉志 ﾏﾂｼﾀ ﾖｼﾕｷ 細谷 まりも ﾎｿﾔ ﾏﾘﾓ A JCF 東部 アマノダンスアカデミ-
松田 時和 ﾏﾂﾀﾞ ﾄｷｶｽﾞ 山﨑 紫 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｶﾘ A JCF 中部 ダンススクール　ロイヤル
松本　英之 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾃﾞﾕｷ 池田　麻里 ｲｹﾀﾞ ﾏﾘ A JBDC 西部 ビギンダンス教室

松本　正人 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾄ 横山　かおり ﾖｺﾔﾏ ｶｵﾘ B JBDC 東部 横浜桝岡ダンス教室

三浦 大輔 ﾐｳﾗ ﾀﾞｲｽｹ 三浦 美和子 ﾐｳﾗ ﾐﾜｺ A JCF 東部 海宝ダンススクール
三上 和久 ﾐｶﾐ ｶｽﾞﾋｻ 川又 千佳 ｶﾜﾏﾀ ﾁｶ A JCF 東部 サードダンススクール
三上 芳弘 ﾐｶﾐ ﾖｼﾋﾛ 小山 百合子 ｺﾔﾏ ﾕﾘｺ A JCF 東部 ダンススクールエメラルド
三木　真 ﾐｷ ﾏｺﾄ 鈴木　善子 ｽｽﾞｷ ﾖｼｺ B JBDC 東部 クワバラダンススクール

水出 光 ﾐｽﾞｲﾃﾞ ﾋｶﾙ 雨宮 可奈 ｱﾒﾐﾔ ｶﾅ A JCF 東部 矢部行英ダンスカンパニー
水島　寛 ﾐｽﾞｼﾏ ﾋﾛｼ 水島　愛紅美 ﾐｽﾞｼﾏ ﾒｸﾞﾐ A JBDC 西部 ビギンダンス教室

光田 晋 ﾐﾂﾀﾞ ｼﾝ 水元 美穂 ﾐｽﾞﾓﾄ ﾐﾎ A JCF 九州 イシバシケンタダンススタジオ
三森　秀明 ﾐﾂﾓﾘ ﾋﾃﾞｱｷ 酒井　良美 ｻｶｲ ﾖｼﾐ A JBDC 東部 奥山ダンススクール

宮川 祐也 ﾐﾔｶﾜ ﾕｳﾔ 宮川 友里子 ﾐﾔｶﾜ ﾕﾘｺ A JCF 東部 チャオダンススタジオ／中田ダンススクール
宮地　翔也 ﾐﾔﾁ ｼｮｳﾔ 宗　沙織 ｿｳ ｻｵﾘ Ａ JDC 中部 タケダダンススポーツアカデミー／タナカダンススクール

宮藤 忠広 ﾐﾔﾌｼﾞ ﾀﾀﾞﾋﾛ 宮藤 裕子 ﾐﾔﾌｼﾞ ﾕｳｺ C JCF 東部 フタガワダンススクール
室伏　宏明 ﾑﾛﾌｼ ﾋﾛｱｷ 青沼　彩 ｱｵﾇﾏ ｱﾔ A JBDC 東部 エムズダンスアカデミー

本池　淳 ﾓﾄｲｹ ｼﾞｭﾝ 武藤　法子 ﾑﾄｳ ﾉﾘｺ A JBDC 東部 嶺岸ソシアルダンスカンパニー

元島　康治 ﾓﾄｼﾏ ﾖｼﾊﾙ 岩岬　美佳 ｲﾜｻｷ ﾐｶ C JBDC 東部 満若ダンススタジオin杉田

森下 晃 ﾓﾘｼﾀ ｱｷﾗ 森下 奈央 ﾓﾘｼﾀ ﾅｵ A JCF 東部 モリシタ ダンス スタイル
森脇　健司 ﾓﾘﾜｷ　ｹﾝｼﾞ 的場　未恭 ﾏﾄﾊﾞ　ﾐｸ A JDC 東部 Dance Arts Tokyo/小嶋鉄治ダンススタジオ
山先　充芳 ﾔﾏｻｷ ﾐﾂﾖｼ 武田　佳子 ﾀｹﾀﾞ ｹｲｺ A JBDC 西部 Ｄａｎｃｅ　Ａｒｔｓ　Ｙａｍａｓａｋｉ

山西 貴之 ﾔﾏﾆｼ ﾀｶﾕｷ 山西 弥生 ﾔﾏﾆｼ ﾔﾖｲ A JCF 九州 ダンス教室エイト
山本　大輔 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 山本　桂子 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲｺ A JBDC 東部 ヤマモトダンスアカデミー

山本　敏史 ﾔﾏﾓﾄ　ﾄｼﾌﾐ 三浦　真紀子 ﾐｳﾗ　ﾏｷｺ D JDC 東部 タハラダンススタジオ/Social　Dancing　Club　TEAM
結城　智史 ﾕｳｷ ｻﾄｼ 増田　千晴 ﾏｽﾀﾞ ﾁﾊﾙ A JBDC 東部 スポーツダンススタジオアクトレス

横山 公法 ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛﾐﾁ 横山 芙美 ﾖｺﾔﾏ ﾌﾐ A JCF 東部 ケヅカテツオダンスアカデミー／スズキイチロー ダンスアカデミー

吉川 雅博 ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾋﾛ 木村 まり子 ｷﾑﾗ ﾏﾘｺ A JCF 東部 ダンススタジオR
吉田 貴裕 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 田中 真琴 ﾀﾅｶ ﾏｺﾄ A JCF 東部 Y'S ダンス メイツ
吉田    剛 ﾖｼﾀﾞ ﾂﾖｼ 久我　友美 ｸｶﾞ ﾄﾓﾐ A JBDC 中部 吉田ダンススクール

吉田　宗鎮 ヨシダ　ヒロシゲ本竜　佳織 ホンリュウ　カオリ A JDC 西部 吉田宗鎮ダンススタジオ

吉村 真治 ﾖｼﾑﾗ ｼﾝｼﾞ 吉村 美恵子 ﾖｼﾑﾗ　ﾐｴｺ A JCF 東部 アマノダンスクラブ
若代　愼 ﾜｶｼﾛ ｼﾝ 辰巳　友莉亜 ﾀﾂﾐ ﾕﾘｱ A JBDC 東部 エムズダンスアカデミー

鷲塚 光 ﾜｼﾂﾞｶ ｺｳ 鈴木 愛 ｽｽﾞｷ ﾏﾅ A JCF 東部 ダンススタジオ　アムール
渡辺 勝彦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾂﾋｺ 加島 久乃 ｶｼﾏ ﾋｻﾉ A JCF 東部 渡辺勝彦ダンス教室

 


