
ラテンアメリカン部門 　 　
（アイウエオ順）

パートナー ﾖﾐｶﾞﾅ ｸﾗｽ ﾖﾐｶﾞﾅ 総局 所属団体 リーダー 所属教室
青田　昂 ｱｵﾀ　ﾀｶｼ 青田　果林 ｱｵﾀ　ｶﾘﾝ A JDC 東部 ダンススタジオアオタ
芦川 憲治 ｱｼｶﾜ ｹﾝｼﾞ 佐藤 博子 ｻﾄｳ ﾋﾛｺ A JCF 東部 ワシミダンススクール
畔上　力 ｱｾﾞｶﾞﾐ ﾁｶﾗ 畔上　光 ｱｻﾞｶﾞﾐ ﾋｶﾙ B JBDC 東部 石原ヒサシダンススクール

足立　裕一 ｱﾀﾞﾁ ﾕｳｲﾁ 櫻井　優子 ｻｸﾗｲ ﾕｳｺ B JBDC 東部 中村俊彦ダンスアカデミー

新井　健伊稚 ｱﾗｲ ｹﾝｲﾁ 新井　由紀子 ｱﾗｲ ﾕｷｺ A JBDC 東部 石原ヒサシダンススクール

新垣　幸三 ｱﾗｶｷ　ｺｳｿﾞｳ 新垣　貴子 ｱﾗｶｷ　ﾀｶｺ A JDC 東部 楠潤一郎ダンスアカデミー
有馬　直樹 ｱﾘﾏ ﾅｵｷ 若林　亜紀 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｱｷ A JBDC 東部 ジェイズダンスアカデミー

安藤　裕一 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｲﾁ 河内　芳江 ｶﾜﾁ ﾖｼｴ Ａ JDC 中部 カワチ総合ダンスアカデミー
飯田　満之 ｲｲﾀﾞ ﾐﾂﾕｷ 松浦　茜 ﾏﾂｳﾗ ｱｶﾈ A JDC 東部 曙橋さくらダンス
井口　裕樹 ｲｸﾞﾁ　ﾕｳｷ 田中　智津子 ﾀﾅｶ　ﾁﾂﾞｺ B JDC 九州 イグチダンススクール/ソシアルダンススタジオ　FIVE STARS

石井 義雄 ｲｼｲ ﾖｼｵ 佐藤 アイナ ｻﾄｳ ｱｲﾅ B JCF 東部
石上　剛 ｲｼｶﾞﾐ ｺﾞｳ 石上　嘉子 ｲｼｶﾞﾐ ﾖｼｺ Ａ JBDC 中部 DANCE道場塚本

石川 和孝 ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾀｶ 石川 あすか ｲｼｶﾜ ｱｽｶ A JCF 東部 ダンススタジオ石川和孝
市毛 秀明 ｲﾁｹﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 竹下 由紀子 ﾀｹｼﾀ ﾕｷｺ C JCF 東部 手塚ダンススタジオ
一條 正雄 ｲﾁｼﾞｮｳ ﾏｻｵ 小林 良子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼｺ C JCF 東部
井上　將也 ｲﾉｳｴ　ﾏｻﾔ 井上　由香 ｲﾉｳｴ　ﾕｶ A JDC 九州 K'sダンススポーツ
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 A JDC 東部 ダンス大塚会館

岩崎 祐一 ｲﾜｻｷ ﾕｳｲﾁ 三井 なおみ ﾐﾂｲ ﾅｵﾐ A JCF 東部 Ｍ・トモミスポーツダンスクラブ
岩田 篤 ｲﾜﾀ ｱﾂｼ 酒井 順子 ｻｶｲ ｼﾞｭﾝｺ B JCF 東部 A&j Dance Studio
上田  和幸 ｳｴﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ 神津　良江 ｺｳｽﾞ ﾖｼｴ A JBDC 東部 フジモトダンススクール

上原　伸之 ｳｴﾊﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ 上原　圭貴 ｳｴﾊﾗ ﾀﾏｷ A JBDC 西部 ＤｏＡ　Ｓｔｕｄｉｏ

漆原　翔一 ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｼｮｳｲﾁ 阿部　美波 ｱﾍﾞ ﾐﾅﾐ A JBDC 西部 漆原ダンス教室

遠藤 健一郎 ｴﾝﾄﾞｳ ｹﾝｲﾁﾛｳ 遠藤 知美 ｴﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾐ A JCF 東部 Ｍ・トモミ　スポーツダンスクラブ
円道　尚弥 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋｻﾔ 田中　寿美 ﾀﾅｶ ｽﾐ A JBDC 西部 ダンススタジオデポット

大木 健 ｵｵｷ ｹﾝ 浜田 ゆか ﾊﾏﾀﾞ ﾕｶ A JCF 九州 KENダンスファクトリー
大坂 宜史 ｵｵｻｶ ﾀｶﾌﾐ 佐々木 由季子 ｻｻｷ ﾕｷｺ A JCF 東部 大竹辰郎ダンススクール
太田　洵司 ｵｵﾀ　ｼﾞｭﾝｼﾞ 松原　優 ﾏﾂﾊﾞﾗ　ﾕｳ A JDC 東部 オオタダンスアカデミー
太田　喜之 ｵｵﾀ ﾖｼﾕｷ 宮﨑　茉莉亜 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏﾘﾔ B JBDC 東部 ミサワダンスステージ

大塚 出 ｵｵﾂｶ ｲﾂﾞﾙ 安齋 沙織 ｱﾝｻﾞｲ ｻｵﾘ SA JCF 東部 大塚 出ダンススクール
大西　大輔 ｵｵﾆｼ ﾀﾞｲｽｹ 大西　香織 ｵｵﾆｼ ｶｵﾘ A JBDC 東部 オオニシダンススクール

大野 雅俊 ｵｵﾉ ﾏｻﾄｼ 神崎 美棹 ｶﾝｻﾞｷ ﾐｻｵ A JCF 東部 ダンススタジオ　ラ・フェリ
岡　 真由 ｵｶ ﾏｻﾖｼ 井関 奈津子 ｲｾｷ ﾅﾂｺ A JCF 西部 幸村ダンススクール
岡本　圭祐 ｵｶﾓﾄ ｹｲｽｹ 塚越　あみ ﾂｶｺｼ ｱﾐ B JBDC 東部 嶺岸ソシアルダンスカンパニー

奥野 功士 ｵｸﾉ ｺｳｼ 本田 和代 ﾎﾝﾀﾞ ｶｽﾞﾖ A JCF 西部 滋賀ボールルームダンススクール
越智  正人 ｵﾁ ﾏｻﾄ 柳瀬  瑠美 ﾔﾅｾ ﾙﾐ Ａ JDC 東部 オオタダンススクウェア
小野　晃歳 ｵﾉ　ｱｷﾄｼ 小野　麻耶 ｵﾉ　ﾏﾔ A JDC 東部 早川午朗ダンススクール
小野　孝明 ｵﾉ　ｺｳﾒｲ 小野　恵美織 オノ　ｴﾐﾘ A JDC 東部 ミズグチダンススクール/ダンススタジオキシモト大船

鏡　 陽司 ｶｶﾞﾐ ﾖｳｼﾞ 大場 美和子 ｵｵﾊﾞ ﾐﾜｺ B JCF 東部 鏡陽司ダンススタジオ
鍵本 浩也 ｶｷﾞﾓﾄ ｺｳﾔ 森谷 恵子 A JCF 西部 コジマダンスアカデミー
加治屋　貴士 ｶｼﾞﾔ ﾀｶｼ 清水　舞 ｼﾐｽﾞ ﾏｲ A JDC 東部 Team Dance Creative Entertainment
歩浜　敏夫 ｶﾁﾊﾏ ﾄｼｵ 松浦　のぞみ ﾏﾂｳﾗ ﾉｿﾞﾐ A JBDC 東部 二宮清ダンスアカデミー

勝川　佳和 ｶﾂｶﾜ ﾖｼｶｽﾞ 清水　佳奈子 ｼﾐｽﾞ ｶﾅｺ Ａ JDC 中部 バンノダンススタジオ／オザキダンススタジオ
勝野　出 ｶﾂﾉ ｲｽﾞﾙ 浅海　愛 ｱｻｳﾐ ｱｲ Ａ JDC 中部 オザキダンススタジオ
勝部　晃 ｶﾂﾍﾞ ｱｷﾗ 佐々木　美唯菜 ｻｻｷ ﾐｲﾅ B JBDC 東部 クワバラダンススクール

加藤 眞一 ｶﾄｳ ｼﾝｲﾁ 秋谷 くみ ｱｷﾔ ｸﾐ A JCF 東部 松竹ダンスプラザ
加藤 義人 ｶﾄｳ ﾖｼﾋﾄ 小林 維斗 ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾄ A JCF 東部 二ﾂ森亨ダンスアカデミー
香取 伸一 ｶﾄﾘ ｼﾝｲﾁ 秋元 美弥 ｱｷﾓ ﾄﾐﾔ Ａ JCF 東部 DANCE　ＳTUDIO　KATORI
金谷　仁 カナヤ　ジン 川﨑　智予 カワサキ　トモヨ A JDC 西部 ダンスカンパニー　オノエ
金光　進陪 ｶﾈﾐﾂ ｼﾝｽｹ 吉田　奈津子 ﾖｼﾀﾞ ﾅﾂｺ SA JBDC 東部 クワバラダンススクール

神谷　朋昌 ｶﾐﾔ　ﾄﾓﾏｻ 植竹　淑恵 ｳｴﾀｹ　ﾄｼｴ A JDC 東部 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 Ａ JDC 中部 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 A JDC 東部 二ツ森亨ダンスアカデミー

木下 聡明 ｷﾉｼﾀ ﾄｼｱｷ 山内 砂穂 ﾔﾏｳﾁ ｻﾎ A JCF 東部 木下ダンスワールド
木村 健一 ｷﾑﾗ ｹﾝｲﾁ 高田 恵理奈 ﾀｶﾀﾞ ｴﾘﾅ D JCF 東部 ヒラノ・ダンス・スタジオ
木村　太俊 ｷﾑﾗ　ﾀｶﾄｼ 千田　ゆりあ ｾﾝﾀﾞ　ﾕﾘｱ A JDC 東部 早川午朗ダンススクール
金原　亮司 ｷﾝﾊﾟﾗ ﾘｮｳｼﾞ 永原　由貴 ﾅｶﾞﾊﾗ ﾕｷ Ａ JDC 中部 小西雅司ダンススタジオ
櫛田　隆広 ｸｼﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 小林　孝子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｺ A JBDC 西部 スタジオダンスガーデン　ジー・オー

久野　将也 ｸﾉ ﾏｻﾔ 和田　有可 ﾜﾀﾞ ﾕｶ A JBDC 東部 ダンスパークヤナギバシ

久保田　豊 ｸﾎﾞﾀ ﾕﾀｶ 比美野　めいび ﾋﾋﾞﾉ ﾒｲﾋﾞ B JBDC 東部 クワバラダンススクール

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 A JDC 東部 ダンスインモーション
倉島　良悟 ｸﾗｼﾏ ﾘｮｳｺﾞ 國本　麻衣 ｸﾆﾓﾄ ﾏｲ Ｂ JDC 中部 K's Dance House
小泉　真次 ｺｲｽﾞﾐ ｼﾝｼﾞ 野平　真純 ﾉﾋﾗ ﾏｽﾐ A JDC 東部 コイズミダンススクール
髙野　大樹 ｺｳﾉ ﾋﾛｷ 加藤　奈々 ｶﾄｳ ﾅﾅ B JBDC 東部 ソシアルダンススタジオ　ナリタケ

古賀　太一 ｺｶﾞ ﾀｲﾁ 菊池　有真 ｷｸﾁ ﾕﾏ A JBDC 東部 大竹辰郎ダンススクール

小島　弘隆 ｺｼﾞﾏ ﾀｶﾋﾛ 加治屋　安理 ｶｼﾞﾔ ｱﾝﾘ B JBDC 東部 ヤマモトダンスアカデミー

後藤　洋平 ｺﾞﾄｳ ﾖｳﾍｲ 蒲生　智美 ｶﾞﾓｳ ﾄﾓﾐ B JBDC 東部 いわきダンススクール

小林  雅人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ 宮良　美由紀 ﾐﾔﾗ ﾐﾕｷ B JBDC 東部 ダンススタジオ　セルーリア勝田

小宮　一浩 ｺﾐﾔ ｶｽﾞﾋﾛ 平岩　英里 ｲﾗｲ ｴﾘ Ａ JDC 中部 小宮ダンススタジオ

小牟田 徹 ｺﾑﾀ ﾄｵﾙ 小牟田 実華 ｺﾑﾀ ﾐｶ Ａ JCF 九州 イシバシケンタダンススタジオ
小山  貴史 ｺﾔﾏ ﾀｶﾌﾐ 石塚  悠衣 ｲｼﾂｶ ﾕｲ A JDC 東部 ヤハタダンススクール
小山　比呂志 ｺﾔﾏ ﾋﾛｼ 榊　美央 ｻｶｷ ﾐｵ B JBDC 東部 ダンススタジオ・オカザキ

佐伯　歩人 ｻｴｷ ｱﾕﾄ 斉藤　三世 ｻｲﾄｳ ﾐﾖ B JBDC 東部 石原ヒサシダンススクール

櫻井　美規雄 ｻｸﾗｲ　ﾐｷｵ 水田　麻厘子 ﾐｽﾞﾀ　ﾏﾘｺ A JDC 東部 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 笹生 晶子 ｻｻｵ ｼｮｳｺ A JCF 東部 笹生ダンススタジオ
笹木　宏良 ｻｻｷ ﾋﾛﾖｼ 渡邉　智子 ﾜﾀﾝﾍﾞ ﾄﾓｺ B JBDC 東部 ヒロ　ヤマグチダンスカンパニー

佐々木　亮一 ｻｻｷ　ﾘｮｳｲﾁ 篠田　香 ｼﾉﾀﾞ　ｶｵﾘ Ａ JDC 東部 東京ボールルームダンスクラブ
佐藤　航 ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ 新田　藍 ﾆｯﾀ ｱｲ C JBDC 東部 マツウラダンススクール

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 A JDC 東部 鮫口ダンス教室
猿田　雄二 ｻﾙﾀ ﾕｳｼﾞ 久保田　幸 ｸﾎﾞﾀ ﾐﾕｷ B JBDC 東部 クワバラダンススクール

澤田 和之 ｻﾜﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ 清岡 千明 ｷﾖｵｶ ﾁﾊﾙ A JCF 西部 ダンススタジオ VOW
塩野　龍弥 ｼｵﾉ ﾀﾂﾔ 松野　葵 ﾏﾂｲ ｱｵｲ A JBDC 東部 春日部AKIダンスアカデミー

バルカーカップ第16回統一全日本ダンス選手権大会（グランプリンスホテル新高輪「飛天」）



芝西　将史 ｼﾊﾞﾆｼ　ﾏｻｼ 岸本　麻里亜 ｷｼﾓﾄ　ﾏﾘｱ A JDC 東部 Dance Art Factory
清水　基允 ｼﾐｽﾞ ﾓﾄﾐﾂ 丸市　美幸 ﾏﾙｲﾁ ﾐﾕｷ A JBDC 東部 嶺岸ソシアルダンスカンパニー

庄子　悟司 ｼｮｳｼﾞ ｻﾄｼ 伊藤　泰子 ｲﾄｳ ﾔｽｺ B JBDC 東部 長井慎平ダンススタジオ

庄子　洋平 ｼｮｳｼﾞ ﾖｳﾍｲ 上手　里美 ｶﾐﾃ ｻﾄﾐ A JBDC 東部 クワバラダンススクール

白井 鷹征 ｼﾗｲ ﾀｶﾏｻ 泉 侑希 ｲｽﾞﾐ ﾕｷ B JCF 東部
進藤  博信 ｼﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾉﾌﾞ 奥原　怜美 ｵｸﾊﾗ ｻﾄﾐ A JBDC 東部 石原ヒサシダンススクール

新屋　秀和 ｼﾝﾔ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 滝川　絵理 ﾀｷｶﾞﾜ ｴﾘ Ａ JBDC 西部 ダンススタジオデポット

杉澤　賢 スギサワ　ケン 和泉元　美典 イズミモト　ミノリ A JDC 西部 河内正人ダンススタジオ
杉田　定裕 スギタ　サダヒロ 星野　春菜 ホシノ　ハルナ A JDC 西部 O&Nダンスカンパニー

瑞慶覧 長明 ｽﾞｹﾗﾝ ｵｻｱｷ 笹野 羽来 ｻｻﾉ　ﾜｸ B JCF 東部 タカハシトシアキダンススタジオ／横浜ダンス学院
鈴木　太一 ｽｽﾞｷ ﾀｲﾁ 鈴木　友美子 ｽｽﾞｷ ﾕﾐｺ B JBDC 東部 スズキダンスパーク湘南

鈴木    勉 ｽｽﾞｷ ﾂﾄﾑ 七海　サヤカ ﾅﾅｳﾐ ｻﾔｶ B JBDC 東部 北條ダンススクール

鈴木　勇人 ｽｽﾞｷ　ﾊﾔﾄ 佐藤　彩 ｻﾄｳ　ｱﾔ A JDC 東部 二ツ森亨ダンスアカデミー

鈴木 英朗 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞｱｷ 鹿乃 珠鈴 ｶﾉ ｼﾞｭﾘ C JCF 東部 ダンススタジオＤＡＩ
鈴木 康友 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾄﾓ 鈴木 海美 ｽｽﾞｷ ｳﾐ B JCF 東部 高円寺 毛塚ダンス教室
鈴木　佑哉 ｽｽﾞｷ　ﾕｳｷ 原田　彩華 ﾊﾗﾀﾞ　ｱﾔｶ JDC 東部
須藤　達矢 ｽﾄﾞｳ ﾀﾂﾔ 庄司　まゆ ｼｮｳｼﾞ ﾏﾕ A JBDC 東部 増田ダンスアカデミー

瀬内　孝幸 ｾｳﾁ ﾀｶﾕｷ 稲垣　晴美 ｲﾅｶﾞｷ ﾊﾙﾐ Ｂ JDC 中部 セウチダンススクール
関　琢磨 ｾｷ ﾀｸﾏ 岩田　明日可 ｲﾜﾀ ｱｽｶ B JBDC 東部 鈴木ダンススクール 船橋校

瀬古　薫希 ｾｺ ﾏｻｷ 瀬古 知愛 ｾｺ ﾁｱｷ A JDC 東部 チョイスダンススタジオ
瀬底　正太 ｾｿｺ ｼｮｳﾀ 谷口　麻央 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｵ A JBDC 東部 城北馬場ダンススクール

高木　隆 ﾀｶｷﾞ　ﾀｶｼ 高島　聖美 ﾀｶｼﾏ　ｷﾖﾐ Ａ JDC 東部 TAKA＆KIYO BALLROOM DANCE TEAM
髙橋　顕史 ﾀｶﾊｼ　ｱｷﾌﾐ 石井　由香 ｲｼｲ　ﾕｶ A JDC 東部 二ツ森亨ダンスアカデミー
高橋　健 ﾀｶﾊｼ ｹﾝ 佐藤　貴子 ｻﾄｳ ﾀｶｺ B JBDC 東部 K&Tソシアルダンスクラブ

高橋　祐貴 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 的場　永実 ﾏﾄﾊﾞ ｴﾐ B JBDC 東部 サカネダンススクール

武内 要 ﾀｹｳﾁ ｶﾅﾒ 新川 樹音 ｼﾝｶﾜ ｼﾞｭﾝ A JCF 東部 シンカワダンススタジオ
竹内　大夢 ﾀｹｳﾁ ﾋﾛﾑ 曽又　奈々 ｿﾏﾀ ﾅﾅ A JBDC 東部 クワバラダンススクール

武田 葵 ﾀｹﾀﾞ ｱｵｲ 坪井 実美 ﾂﾎﾞｲ ﾐﾐ C JCF 東部 サードダンススクール／ｍＩｍＩ　ｄａｎｃｅ
田中 航介 ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ 成澤 夏帆 ﾅﾘｻﾜ ｶﾎ C JCF 東部 大塚出ダンススクール
田中　直樹 ﾀﾅｶ ﾅｵｷ 石川　真理子 ｲｼｶﾜ ﾏﾘｺ B JBDC 東部 ダンスオプション六本木

谷　祐二 タニ　ユウジ 谷　さとみ タニ　サトミ A JDC 西部 山本喜洋ダンススクール
玉井　英貴 ﾀﾏｲ ﾋﾃﾞﾀｶ 石井　沙耶 ｲｼｲ ｻﾔ A JBDC 西部 ｇｅｎｔｉｌダンススタジオ

丁野  真一 ﾁｮｳﾉ ｼﾝｲﾁ 井上 望 ｲﾉｳｴ ﾉｿﾞﾐ A JDC 東部 シライシダンススタジオ
辻　翔平 ツジ　ショウヘイ 辻　真理子 ツジ　マリコ A JDC 西部 辻ダンススタジオ
土川　耕平 ﾂﾁｶﾜ ｺｳﾍｲ 河端　恵利子 ｶﾜﾊﾀ ｴﾘｺ B JBDC 西部 日野ダンスアカデミー

手塚 忍 ﾃﾂﾞｶ ｼﾉﾌﾞ 石川 忍 ｲｼｶﾜ ｼﾉﾌﾞ A JCF 東部 手塚ダンススタジオ
寺倉　憲 ﾃﾗｸﾗ ｹﾝ 三枝　真由美 ｻｲｸﾞｻ ﾏﾕﾐ B JBDC 東部 鈴木ダンススクール 船橋校

土居　亮太 ﾄﾞｲ ﾘｮｳﾀ 長谷　琉未 ﾊｾ ﾙﾐ A JBDC 西部 ドイダンススクール

徳田　翔一 ﾄｸﾀ　ｼｮｳｲﾁ 北原　舞 ｷﾀﾊﾗ　ﾏｲ Ｃ JDC 東部 早川午朗ダンススクール
仲　清志 ﾅｶ ｷﾖｼ 由良　真澄 ﾕﾗ ﾏｽﾐ A JBDC 西部 タナカヒデカズダンスワールド

長岡　瞬 ﾅｶﾞｵｶ ｼｭﾝ 長岡　加那子 ﾅｶﾞｵｶ ｶﾅｺ B JBDC 東部 オオムラアツキダンススタジオ

中川　智宏 ﾅｶｶﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 毛利　桃子 ﾓｳﾘ　ﾓﾓｺ A JDC 東部 早川午朗ダンススクール

中川 真仁 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾄ 横井 まりね ﾖｺｲ ﾏﾘﾈ A JCF 東部 矢部行英ダンスカンパニー
中島　光一 ﾅｶｼﾏ ｺｳｲﾁ 奥山　智美 ｵｸﾔﾏ ﾄﾓﾐ A JBDC 東部 ダンスキューブミヤオカ

永田　勝規 ﾅｶﾞﾀ ｶﾂﾉﾘ 八幡　さやか ﾔﾊﾀ ｻﾔｶ Ａ JDC 中部 永田勝規ダンススタジオ

中村 将太 ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾀ 中村 雪 ﾅｶﾑﾗ ﾕｷ A JCF 九州 Ｓ＆Ｙナカムラダンススタジオ
中村　隆裕 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 中村　枝里香 ﾅｶﾑﾗ ｴﾘｶ A JBDC 西部 Ｄａｎｃｅ　Ｒｅｓｏｒｔ　Ｎａｋａｍｕｒａｎｄ

夏見　和彦 ﾅﾂﾐ ｶｽﾞﾋｺ 日髙　麻衣子 ﾋﾀﾞｶ ﾏｲｺ B JBDC 東部 ダンススタジオ夏見

西井　雄紀 ﾆｼｲ ﾕｳｷ 春名　梓 ﾊﾙﾅ ｱｽﾞｻ A JBDC 西部 ドイダンススクール

西川　聡 ニシカワ　サトシ 曽我　友紀子 ユキコ　ソガ A JDC 西部 Queen Dance Studio
西村　嘉月維 ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞﾕｷ 松村　京花 ﾏﾂﾑﾗ ﾐﾔｶ B JBDC 東部 石原ヒサシダンススクール

西山　ウィル ﾆｼﾔﾏ　ｳｨﾙ 清田　智美 ｷﾖﾀ　ﾄﾓﾐ A JDC 九州 ダンススタジオ　リトモ
新田　宏之 ニッタ　ヒロユキ 新田　さくら ニッタ　サクラ A JDC 西部 O&Nダンスカンパニー
袴田　征史 ﾊｶﾏﾀﾞ　ﾏｻｼ 山本　真未 ﾔﾏﾓﾄ　ﾏﾐ A JDC 東部 オオタ・ダンススクウェア
浜野　義広 ﾊﾏﾉ ﾖｼﾋﾛ 浜野　智子 ﾊﾏﾉ ﾄﾓｺ A JBDC 中部 ハマノダンスワールド

早﨑　太朗 ﾊﾔｻｷ ﾀﾛｳ 早﨑　寛子 ﾊﾔｻｷ ﾋﾛｺ A JBDC 西部 ダンス夢ファクトリー

阪野　清人 ﾊﾞﾝﾉ ｷﾖﾄ 阪野　綾 ﾊﾞﾝﾉ ｱﾔ A JDC 中部 バンノダンススタジオ
日暮　健二 ﾋｸﾞﾗｼ ｹﾝｼﾞ 久保田　裕美 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛﾐ B JBDC 東部 二宮清ダンスアカデミー

日野　雄樹 ﾋﾉ ﾕｳｷ 天野　友莉香 ｱﾏﾉ ﾕﾘｶ B JBDC 東部 エムズダンスアカデミー

平川　賢志 ﾋﾗｶﾜ ｹﾝｼ 吉住　絵梨奈 ﾖｼｽﾞﾐ ｴﾘﾅ B JBDC 東部 ヨコタダンススクール

平坂　弘樹　 ヒラサカ　ヒロキ 松本　香緒里 マツモト　カオリ Ａ JDC 西部 ダンススタジオ京都
福田　洋平 ﾌｸﾀﾞ ﾖｳﾍｲ 松下　梨沙 ﾏﾂｼﾀ ﾘｻ A JDC 東部 ASダンススタジオ
保栄茂　勝己 ﾎｴﾓ ｶﾂﾐ 井上　直子 ｲﾉｳｴ ﾅｵｺ B JBDC 東部 ダンススペース吉祥寺

細目 恭弘 ﾎｿﾒ ﾔｽﾋﾛ 武本 理絵 ﾀｹﾓﾄ ﾘｴ A JCF 東部 サードダンススクール
北郷  健一 ﾎﾝｺﾞｳ  ｹﾝｲﾁ 北郷  まみ ﾎﾝｺﾞｳ ﾏﾐ A JDC 東部 池之端ホンゴウダンス倶楽部

前田 晃弘 ﾏｴﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 樫原 千香子 ｶｼﾊﾗ ﾁｶｺ A JCF 九州 名谷ダンススタジオ
前田　将寛 マエダ　マサヒロ 松井　紗央里 マツイ　サオリ A JDC 西部 前田ダンスカンパニー

槇 建大郎 ﾏｷ ｹﾝﾀﾛｳ 福吉 由利子 ﾌｸﾖｼ ﾕﾘｺ A JCF 東部 イシカワヒロユキダンススタジオ
正谷　恒樹 ﾏｻﾀﾆ ﾂﾈｷ 齋藤　愛 ｻｲﾄｳ ﾒｸﾞﾐ A JBDC 西部 マサタニダンススタジオ

増田　大介 ﾏｽﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 塚田　真美 ﾂｶﾀﾞ ﾏﾐ A JBDC 東部 増田ダンスアカデミー

増山 誠記 ﾏｽﾔﾏ ｾｲｷ 増山 和代 ﾏｽﾔﾏ ｶｽﾞﾖ A JCF 東部 ますやませいきダンススクール
松浦　真吾 ﾏﾂｳﾗ ｼﾝｺﾞ 岡　ひろみ ｵk ﾋﾛﾐ A JBDC 中部 ダンススタジオソワール

松岡  佑紀 ﾏﾂｵｶ ﾕｳｷ 齊藤  ひかる ｻｲﾄｳ ﾋｶﾙ A JDC 東部 ダンスインモーション
松田　容典 ﾏﾂﾀﾞ ﾔｽﾉﾘ 松田　仁美 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾄﾐ A JBDC 西部 オイカワタカアキダンススクール

松永　卓也 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀｸﾔ 森　由莉枝 ﾓﾘ ﾕﾘｴ D JDC 中部 新海ダンススタジオ
松村　光 ﾏﾂﾑﾗ ﾋｶﾙ 小川　ちひろ ｵｶﾞﾜ ﾁﾋﾛ B JBDC 中部 (有)沢上ムライダンス教室

松本 悠 ﾏﾂﾓﾄ ﾋｻｼ 北野 恵 ｷﾀﾉ ﾒｸﾞﾐ A JCF 九州 ダンス教室エイト
麻戸　洋輔 ﾏﾄ　ﾖｳｽｹ 中村　綾 ﾅｶﾑﾗ　ｱﾔ A JDC 東部 ダンススタジオキシモト大船
丸山　大樹 ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 内海　歩美 ｳﾂﾐ ｱﾕﾐ B JBDC 西部 タナカヒデカズダンスワールド

三浦 悟 ﾐｳﾗ ｻﾄｼ 向井 志保 ﾑｶｲ ｼﾎ A JCF 東部 助川ダンス教室
三坂　和彦 ﾐｻｶ ｶｽﾞﾋｺ 重富　真波 ｼｹﾞﾄﾐ ﾏﾅﾐ B JBDC 東部 桜田ダンス教室

溝上 正幸 ﾐｿﾞｶﾐ ﾏｻﾕｷ 杉谷 美樹 ｽｷﾞﾀﾆ ﾐｷ A JCF 東部 海宝ダンススクール
三井　孝敏 ﾐﾂｲ ﾀｶﾄｼ 杉本　朋子 ｽｷﾞﾓﾄ ﾄﾓｺ A JBDC 東部 北條ダンススクール

三森　康広 ﾐﾂﾓﾘ ﾔｽﾋﾛ 吉田　稲美 ﾖｼﾀﾞ ｲﾝﾐ B JBDC 東部 城北馬場ダンススクール

南山 光徳 ﾐﾅﾐﾔﾏ ﾐﾂﾉﾘ 新井 雅 ｱﾗｲ ﾐﾔﾋﾞ A JCF 東部 ダンス　スクエア



嶺井 貴　　　 ﾐﾈｲ ﾀｶｼ 森山 真弓 ﾓﾘﾔﾏ ﾏﾕﾐ D JCF 東部 サムズダンススタジオ用賀／アクトレス・スポーツダンススタジオ104

宮崎　彰信 ﾐﾔｻﾞｷ ｱｷﾉﾌﾞ 勝見　真有 ｶﾂﾐ ﾏﾕ A JBDC 西部 鳥居ダンススクール（豊中）

村上　知哉 ﾑﾗｶﾐ ﾄﾓﾔ 村田　佳澄 ﾑﾗﾀ ｶｽﾐ Ｂ JDC 中部 サワダマサヒロダンススタジオ
村田　雄基 ﾑﾗﾀ ﾕｳｷ 斎木　智子 ｻｲｷ ﾄﾓｺ A JBDC 東部 内堀ソシアルダンススタジオ

元田　慎哉 ﾓﾄﾀﾞ　ｼﾝﾔ 元田　早苗 ﾓﾄﾀﾞ　ｻﾅｴ A JDC 九州 ソシアルダンススタジオ　FIVE STARS

森 昌太 ﾓﾘ ｼｮｳﾀ 沖本 梨江 ｵｷﾓﾄ ﾘｴ A JCF 東部 ミヤジマヒデユキダンススクール
森 政治 ﾓﾘ ｾｲｼﾞ 森 美絵 ﾓﾘ ﾐｴ D JCF 東部 ヒラノ　ダンス　スタジオ
森　大維 ﾓﾘ ﾀﾞｲｽｹ 森　あさみ ﾓﾘ ｱｻﾐ A JBDC 東部
森泉  陽司 ﾓﾘｲｽﾞﾐ ﾖｳｼﾞ 森　阿也香 ﾓﾘ ｱﾔｶ A JBDC 東部 安東ダンススクール

森川　真 ﾓﾘｶﾜ ﾏｺﾄ 大江　明日香 ｵｵｴ ｱｽｶ B JDC 西部 O&Nダンスカンパニー
森田　銀河 ﾓﾘﾀ ｷﾞﾝｶﾞ 小和田　愛子 ｺﾜﾀﾞ ｱｲｺ A JBDC 東部 豪徳寺ダンススクール

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 A JCF 東部 スタジオＭ＆Ｅ
安井 建 ﾔｽｲ ｹﾝ 中川 洋子 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｳｺ A JCF 東部 ダンススタジオ　ブルーム
山口 慎介 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝｽｹ 竹内 絵里子 ﾀｹｳﾁ ｴﾘｺ C JCF 東部 スタジオＷＩＴＨ寺井ダンスカンパニー
山口　隆久 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ 上杉　真由 ｳｴｽｷﾞ ﾏﾕ A JBDC 西部 河内正人ダンススタジオ

山崎　雅則 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾉﾘ 小澤　恵美 ｺｻﾞﾜ ｴﾐ A JBDC 中部 EGAWADANCE　SQUARE

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 A JDC 東部 玉村ダンススクール
山本　真大 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 山﨑　しのぶ ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾉﾌﾞ A JBDC 東部 田中信和ダンススクール

横田　哲也 ﾖｺﾀ ﾃﾂﾔ 松永　ゆかり ﾏﾂﾅｶﾞ ﾕｶﾘ Ａ JDC 中部 アカデミー　オブ　ダンス・ヨコタ

芳澤 知孝 ﾖｼｻﾞﾜ ﾄﾓﾀｶ 芳澤 美由貴 ﾖｼｻﾞﾜ ﾐﾕｷ A JCF 東部 ヨシザワダンスアーツ
渡辺 一朗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲﾁﾛｳ 清水 久美子 ｼﾐｽﾞ ｸﾐｺ Ａ JCF 東部 江古田ダンスアカデミー
渡部 真之 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾕｷ 渡部 倫子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｺ A JCF 西部 幸村ダンススクール


