
Ｂ Ｌ 所属教室 地域

クラス クラス

OB OL ＲＢ ＲＬ

ああああ 安達　遥一 ｱﾀﾞﾁ ﾖｳｲﾁ 関野　夏海 ｾｷﾉ ﾅﾂﾐ D - 56 12 シライシダンススタジオ 東京

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 80 楠潤一郎ダンスアカデミー 東京

荒木　康孝 ｱﾗｷ ﾔｽﾀｶ 金瀬　友子 ｶﾅｾ ﾄﾓｺ A - 30 30 アオキソシアルダンススクール 千葉 Lシード

安藤　裕一 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｲﾁ 河内　芳江 ｶﾜﾁ ﾖｼｴ C A 72 カワチ総合ダンスアカデミー 愛知

いいいい 井口　裕樹 ｲｸﾞﾁ ﾕｳｷ 田中　智津子 ﾀﾅｶ ﾁﾂﾞｺ - B 99 8

イグチダンススクール／ｿｼｱﾙﾀﾞﾝｽｽﾀｼﾞｵ　ＦＩＶＥ　ＳＴＡＲＳ

熊本

池上　彰朗 ｲｹｶﾞﾐ ｱｷｵ 章月　香里 ｱｷﾂﾞｷ ｶｵﾘ A - 1 21 ダンススポットシャングリラ 大阪 Bシード

池田　勇樹 ｲｹﾀﾞ ﾕｳｷ 岡本　幸子 ｵｶﾓﾄ ｻﾁｺ A A 94 40 1 京都カルチャーダンスアカデミー 京都

池知　洸 ｲｹﾁ ﾀｶｼ 池知　由紀子 ｲｹﾁ ﾕｷｺ C - 42 TDA 高知

池冨　勇輝 ｲｹﾄﾐ ﾕｳｷ 上野　景子 ｳｴﾉ ｹｲｺ A B 54 53 カトウノブヒトダンスアカデミー 愛知

伊藤　克己 ｲﾄｳ ｶﾂﾐ 伊藤　通子 ｲﾄｳ ﾐﾁｺ B - 46 16 伊藤ダンスカンパニー 岡山

伊藤　大輔 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 伴　まゆみ ﾊﾞﾝ ﾏﾕﾐ A A 4 26 ダンススクール　Ｄ&Ｍ 大阪

伊東　佑樹 ｲﾄｳ ﾕｳｷ 礒道　佑菜 ｲｿﾐﾁ ﾕｳﾅ - B 73 31

二ツ森亨ダンスアカデミー/サムズダンススタジオ用賀

東京

糸川　充生 ｲﾄｶﾜ ﾐﾂｵ 糸川　玉玲 ｲﾄｶﾜ ﾕｲﾘﾝ B - 43 52 ラインダンススクール 大阪

井上　和也 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾔ 池田　有寿 ｲｹﾀﾞ ｱﾘｽ D A 109 35 K'sダンススポーツ 福岡

井上　將也 ｲﾉｳｴ ﾏｻﾔ 井上　由香 ｲﾉｳｴ ﾕｶ - A 87 12 K'sダンススポーツ 福岡

井上　裕次郎 ｲﾉｳｴ ﾕｳｼﾞﾛｳ 市川　奈苗 ｲﾁｶﾜ ﾅﾅｴ B - 16 38 　　　　　　/Cityダンススクール 大阪

岩佐　晃次 ｲﾜｻ ｺｳｼﾞ 若木　敬子 ﾜｶｷ ｹｲｺ A - 51 9 イワサコウジダンスアカデミー 京都

岩本　憲幸 ｲﾜﾓﾄ ﾉﾘﾕｷ 岩本　万菜 ｲﾜﾓﾄ ﾏﾅ B B 20 8 32 ナゴヤダンスアカデミー 愛知

うううう 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 - 62

橘ダンススクール／タカハシダンススクール春日部

東京

おおおお 及川　考人 ｵｲｶﾜ ﾀｶﾄ 高木　恭子 ﾀｶｷﾞ ｷｮｳｺ A B 17 7

橘ダンススクール／銀座ソシアルダンシングアカデミー

東京

尾石　悟郎 ｵｲｼ ｺﾞﾛｳ 尾石　梨沙 ｵｲｼ ﾘｻ B - 27 10 高林ダンス教室 熊本 Bシード

太田　洵司 ｵｵﾀ ｼﾞｭﾝｼﾞ 松原　優 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｳ A A 89 5 オオタダンスアカデミー 千葉

太田　雅士 ｵｵﾀ　ﾏｻｼ 川澄　清香 ｶﾜｽﾐ　ｻﾔｶ B - 57 20 ニシダダンススタジオ 愛知

大坪　浩二 ｵｵﾂﾎﾞ ｺｳｼﾞ 佐藤　愛子 ｻﾄｳ ｱｲｺ A - 28 O&Nダンスカンパニー 大阪

王野　振稔 ｵｵﾉ　ﾉﾌﾞﾄｼ 王野　亜紀 ｵｵﾉ　ｱｷ A - 39 ミウラダンス教室 福岡

２０１６　６　２６　JDCカップダンス選手権大会　プロフェッショナル出場選手名簿２０１６　６　２６　JDCカップダンス選手権大会　プロフェッショナル出場選手名簿２０１６　６　２６　JDCカップダンス選手権大会　プロフェッショナル出場選手名簿２０１６　６　２６　JDCカップダンス選手権大会　プロフェッショナル出場選手名簿

背番号

リーダー ﾌﾘｶﾞﾅ パートナー ﾌﾘｶﾞﾅ



Ｂ Ｌ 所属教室 地域

クラス クラス

ＢＯ ＬＯ ＲＢ ＲＬ

おおおお 岡　俊宏 ｵｶ　ﾄｼﾋﾛ 平出　瑞紀 ﾋﾗﾃﾞ　ﾐｽﾞｷ A - 61 18 中川雄太ダンスアカデミー 愛知

小串　香 ｵｸﾞｼ ｶｵﾙ 加納　知子 ｶﾉｳ ﾄﾓｺ C - 14 カオルダンスグループ 和歌山

越智　浩介 ｵﾁ ｺｳｽｹ 越智　麻未 ｵﾁ ｱｻﾐ B B 117 30 越智ダンススクール 大阪

越智　正人 ｵﾁ ﾏｻﾄ 柳瀬　瑠美 ﾔﾅｾ ﾙﾐ D A 98 36 オオタ・ダンススクウェア 東京

小野　晃歳 ｵﾉ ｱｷﾄｼ 小野　麻耶 ｵﾉ ﾏﾔ - A 107 早川午朗ダンススクール 東京

小野　孝明 ｵﾉ　ｺｳﾒｲ 小野　恵美織 ｵﾉ　ｴﾐﾘ - A 120 28

ミズグチダンススクール/ダンススタジオキシモト大船

神奈川

かかかか 加治屋　貴士 ｶｼﾞﾔ ﾀｶｼ 清水　舞 ｼﾐｽﾞ ﾏｲ D A 114 Team Dance Creative Entertainment 神奈川 Bシード

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 C A 112 3

バンノダンススタジオ／オザキダンススタジオ

愛知

勝野　出 ｶﾂﾉ ｲﾂﾞﾙ 浅海　愛 ｱｻｳﾐ ｱｲ B A 97 51 24 オザキダンススタジオ 愛知

加藤　圭一 ｶﾄｳ ｹｲｲﾁ 遠山　あやか ﾄｳﾔﾏ ｱﾔｶ D - 5 13 カトウノブヒトダンスアカデミー 愛知

金谷　仁 ｶﾅﾔ ｼﾞﾝ 川崎　智予 ｶﾜｻｷ ﾄﾓﾖ A A 96 ダンスカンパニーオノエ 京都 Lシード

金子　貴也 ｶﾈｺ ﾀｶﾔ 下山　愛子 ｼﾓﾔﾏ ｱｲｺ A - 24 24 DANDE TEAM YOKO 大阪

神谷　朋昌 ｶﾐﾔ ﾄﾓﾏｻ 植竹　淑恵 ｳｴﾀｹ ﾄｼｴ C A 93 楠潤一郎ダンスアカデミー 東京

亀川　隆史 ｶﾒｶﾜ　ﾀｶﾌﾐ 富岡　真子 ﾄﾐｵｶ　ﾏｺ A - 42 チョイスダンススタジオ 東京

河合　祐介 ｶﾜｲ　ﾕｳｽｹ 河合　歩未 ｶﾜｲ　ｱﾕﾐ - A 67 サワダダンススタジオ 愛知

川島　知也 ｶﾜｼﾏ ﾄﾓﾔ 高野　恵 ﾀｶﾉ ﾒｸﾞﾐ A A 34 チョイスダンススタジオ 東京

きききき 岸本　真臣 ｷｼﾓﾄ　ﾏｻｵﾐ 大津谷　陽子 ｵｵﾂﾀﾆ　ﾖｳｺ A - 32 キシモトダンスアカデミー 佐賀

木村　太俊 ｷﾑﾗ　ﾀｶﾄｼ 岡田　美咲 ｵｶﾀﾞ　ﾐｻｷ - A 70 早川午朗ダンススクール 東京 Lシード

木本　慎吾 ｷﾓﾄ ｼﾝｺﾞ 齊藤　綾華 ｻｲﾄｳ ｱﾔｶ D B 65 33 山本喜洋ダンススクール 京都

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 110 20 小西雅司ダンススタジオ 愛知

くくくく 九鬼　彰悦 ｸｷ　ｱｷﾖｼ 九鬼　亜弓 ｸｷ　ｱﾕﾐ B - 49 34 Dance Arts Tokyo 東京

倉島　良悟 ｸﾗｼﾏ ﾘｮｳｺﾞ 國本　麻衣 ｸﾆﾓﾄ ﾏｲ D B 83 9 K's Dance House 静岡

倉地　宏冶 ｸﾗﾁ ｺｳｼﾞ 倉地　ともみ ｸﾗﾁ ﾄﾓﾐ A - 15 23 K’ｓダンススポーツ 福岡

ここここ 児玉　政範 ｺﾀﾞﾏ ﾏｻﾉﾘ 柳　 りこ ﾔﾅｷﾞ  ﾘｺ C B 81 6 27 ダンスカンパニーおどりこ 大阪

小西　雅司 ｺﾆｼ ﾏｻｼ 小西　洋子 ｺﾆｼ ﾖｳｺ A A 23 45 小西雅司ダンススタジオ 愛知

近藤　寛之 ｺﾝﾄﾞｳ　ﾋﾛﾕｷ 藪下　観月 ﾔﾌﾞｼﾀ　ﾐﾂﾞｷ - B 122 15 ダンスカンパニーオノエ 京都

ﾌﾘｶﾞﾅ

背番号

リーダー ﾌﾘｶﾞﾅ パートナー



Ｂ Ｌ 所属教室 地域

クラス クラス

ＢＯ ＬＯ ＲＢ ＲＬ

ささささ 齋藤　清継 ｻｲﾄｳ ｷﾖﾂｸﾞ 池田　奈智 ｲｹﾀﾞ ﾅﾁ D B 84 6

石井篤志ダンスガーデン／吉本ダンススタジオ

神奈川

斉藤　達哉 ｻｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 八木　恵里香 ﾔｷﾞ ｴﾘｶ A - 41 武田ダンススクール 東京

榊原  学 ｻｶｷﾊﾗ  ｶﾞｸ 榊原  菜々 ｻｶｷﾊﾗ  ﾅﾅ A C 40 1 榊原ダンスカンパニー 大阪

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 116 39 矢吹淳次ダンススタジオ 神奈川

佐々木　亮一 ｻｻｷ ﾘｮｳｲﾁ 篠田　香 ｼﾉﾀﾞ  ｶｵﾘ C A 85 東京ボールルームダンスクラブ 東京

しししし 柴山　和樹 ｼﾊﾞﾔﾏ　ｶｽﾞｷ 柴山　朋代 ｼﾊﾞﾔﾏ　ﾄﾓﾖ A - 47 35 中川雄太ダンスアカデミー 愛知

清水　啓司 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛｼ 疋田　貴子 ﾋｷﾀ ﾀｶｺ A - 25 チョイスダンススタジオ 東京

新海　晋也 ｼﾝｶｲ　ｼﾝﾔ 新海　きみ子 ｼﾝｶｲ　ｷﾐｺ B - 26 15 新海ダンススタジオ 愛知

新堂　美月 ｼﾝﾄﾞｳ　ﾐﾂｷ 原田　奈々 ﾊﾗﾀ　ﾞﾅﾅ A - 50 29 さいとうダンススタジオ 北海道

新野　祥司 ｼﾝﾉ ｼｮｳｼﾞ 田中　真理子 ﾀﾅｶ ﾏﾘｺ A A 19 11 ラインダンススクール/スタジオ・ジョイ 大阪

すすすす 杉澤　賢 ｽｷﾞｻﾜ ｹﾝ 和泉元　 美典 ｲｽﾞﾐﾓﾄ ﾐﾉﾘ B A 102 河内正人ダンススタジオ 京都

杉嶋　浩和 ｽｷﾞｼﾏ ﾋﾛｶｽﾞ 小柳　麻里 ｺﾔﾅｷﾞ ﾏﾘ A - 60 44 ECHO DANCE COMPANY 京都

杉田　定裕 ｽｷﾞﾀ ｻﾀﾞﾋﾛ 星野　春菜 ﾎｼﾉ ﾊﾙﾅ B A 76 36 40 O&Nダンスカンパニー 大阪

鈴木　剛 ｽｽﾞｷ ﾂﾖｼ 鈴木　由香 ｽｽﾞｷ ﾕｶ - A 106 K'sダンススポーツ 福岡

鈴木　肖生 ｽｽﾞｷ ﾉﾘｵ 鈴木　みゆき ｽｽﾞｷ ﾐﾕｷ A - 12 スズキノリオダンスカンパニー 京都

鈴木　佑哉 ｽｽﾞｷ ﾕｳｷ 原田　彩華 ﾊﾗﾀﾞ ｱﾔｶ - A 77 栗山ダンススタジオ 千葉

鈴木　勇人 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ 佐藤　彩 ｻﾄｳ ｱﾔ - A 113 二ツ森亨ダンスアカデミー 東京

せせせせ 瀬内　孝幸 ｾｳﾁ ﾀｶﾕｷ 稲垣　晴美 ｲﾅｶﾞｷ ﾊﾙﾐ - A 74 29 セウチダンススクール 愛知

妹尾　和哉 ｾｵ  ｶｽﾞﾔ 谷口　範奈 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾊﾝﾅ D - 19 セオダンススタジオ 大阪 Lシード

瀬古　薫希 ｾｺ ﾏｻｷ 瀬古　知愛 ｾｺ ﾁｱｷ C A 68 チョイスダンススタジオ 東京

たたたた 高木　隆 ﾀｶｷﾞ ﾀｶｼ 高嶋　聖美 ﾀｶｼﾏ ｷﾖﾐ B A 82

TAKA&KIYO BALLROOM DANCE TEAM

東京

高田　聡 ﾀｶﾀﾞ ｻﾄｼ 松村　順子 ﾏﾂﾑﾗ ｼﾞｭﾝｺ A B 7 オオタ・ダンススクウェア 東京

高橋　譲仁 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｮｳｼﾞ 井川　まゆみ ｲｶﾞﾜ ﾏﾕﾐ B - 36 54 　　　　/　ASダンススタジオ 東京

高橋　団 ﾀｶﾊｼ ﾀﾞﾝ 姫見　麻未 ﾋﾒﾐ ﾏﾐ A - 3 25

シライシダンススタジオ　／　津野ダンススタジオ

東京

瀧倉　茂 ﾀｷｸﾗ ｼｹﾞﾙ 瀧倉　ゆみ ﾀｷｸﾗ ﾕﾐ B B 88 28 18 Dance Dojo Takikura 徳島

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 - 31 カトウノブヒトダンスアカデミー 愛知

リーダー ﾌﾘｶﾞﾅ パートナー ﾌﾘｶﾞﾅ

背番号



Ｂ Ｌ 所属教室 地域

クラス クラス

ＢＯ ＬＯ ＲＢ ＲＬ

たたたた 武智　厚樹 ﾀｹﾁ ｱﾂｷ 古下　千鶴 ｺｼﾓ ﾁﾂﾞﾙ A - 37 ATダンススタジオ 大阪

田中　孝康 ﾀﾅｶ ﾉﾘﾔｽ 加藤　美智子 ｶﾄｳ ﾐﾁｺ A - 2 チョイスダンススタジオ 東京

谷　祐二 ﾀﾆ ﾕｳｼﾞ 谷　さとみ ﾀﾆ ｻﾄﾐ B A 92 4 山本喜洋ダンススクール 京都

田原　健二 ﾀﾊﾗ ｹﾝｼﾞ 河村　みわ子 ｶﾜﾑﾗ ﾐﾜｺ A D 21 50 タハラダンススタジオ 千葉

ちちちち 丁野　真一 ﾁｮｳﾉ　ｼﾝｲﾁ 井上　望 ｲﾉｳｴ ﾉｿﾞﾐ - A 69 19 シライシダンススタジオ 東京

つつつつ 辻　翔平 ﾂｼﾞ ｼｮｳﾍｲ 辻　真理子 ﾂｼﾞ ﾏﾘｺ A A 91 辻ダンススタジオ 大阪

土持　祐介 ﾂﾁﾓﾁ ﾕｳｽｹ 土持　春奈 ﾂﾁﾓﾁ ﾊﾙﾅ A - 11 48 コスモスダンスアカデミー 福岡

てててて 寺島　貴信 ﾃﾗｼﾏ ﾀｶﾉﾌﾞ 寺島　裕希 ﾃﾗｼﾏ ﾕｳｷ A C 35 27 寺島ダンススクール 愛知

なななな 内藤　達矢 ﾅｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 手島　紫乃　 ﾃｼﾏ ｼﾉ A A 13 2 25 山田誠ダンススタジオ 東京

中家　幹夫 ﾅｶｲｴ ﾐｷｵ 伊藤　くらら ｲﾄｳ ｸﾗﾗ D - 31

ITCダンススタジオ/ダンススクールソフィア

京都

中川　智宏 ﾅｶｶﾞﾜ　ﾄﾓﾋﾛ 毛利　桃子 ﾓｳﾘ　ﾓﾓｺ - A 95 早川午朗ダンススクール 東京 Bシード

中嶋　康人 ﾅｶｼﾏ ﾔｽﾄ 中嶋　藍香 ﾅｶｼﾏ ｱｲｶ A - 6 3 ダンススタジオ中嶋 福岡

永田　薫 ﾅｶﾞﾀ　ｶｵﾙ 飯野　さやか ｲｲﾉ　ｻﾔｶ A A 44 47 21 小林ダンススクール 東京

永田　勝規 ﾅｶﾞﾀ ｶﾂﾉﾘ 八幡　さやか ﾔﾊﾀ ｻﾔｶ - A 108 永田勝規ダンススタジオ 愛知

にににに 新美　一輝 ﾆｲﾐ　ｶｽﾞｷ 栓　志穂 ｷﾏﾀ　ｼﾎ A - 38 41 サトウダンススクール 愛知

西尾　浩一 ﾆｼｵ ｺｳｲﾁ 下田　藍 ｼﾓﾀﾞ ｱｲ A - 58 武田ダンススクール 東京

西川　聡 ﾆｼｶﾜ ｻﾄｼ 曽我 友紀子 ｿｶﾞ ﾕｷｺ B A 105 7 Queen Dance Studio 兵庫

西田　克義 ﾆｼﾀﾞ　ｶﾂﾖｼ 佐藤　晴香 ｻﾄｳ　ﾊﾙｶ A - 18 ニシダダンススタジオ 愛知

西山　ウィル ﾆｼﾔﾏ ｳｨﾙ 清田　智美 ｷﾖﾀ ﾄﾓﾐ D A 78 26 ダンススタジオリトモ 福岡

新田　宏之 ﾆｯﾀ  ﾋﾛﾕｷ 新田　さくら ﾆｯﾀ ｻｸﾗ A A 119 O&Nダンスカンパニー 大阪

はははは 袴田　征史 ﾊｶﾏﾀﾞ ﾏｻｼ 山本　真未 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾐ B A 101 17 10 オオタ・ダンススクウェア 東京

箱田　翔次郎 ﾊｺﾀﾞ ｼｮｳｼﾞﾛｳ 田原　麻吏可 ﾀﾊﾗ ﾏﾘｶ - D 86 34 日暮里ニシダダンススクール 東京

花田　諭 ﾊﾅﾀﾞ ｻﾄｼ 花田　みずほ ﾊﾅﾀﾞ ﾐｽﾞﾎ A C 22 シライシダンススタジオ 東京

花村　雄斗 ﾊﾅﾑﾗ ﾕｳﾄ 長辻　恵 ﾅｶﾞﾂｼﾞ ﾒｸﾞﾐ A D 55 4

花村ダンススクール/メグミダンススクール

大阪

林　祐丞 ﾊﾔｼ ﾕｳｽｹ 高村　まみ ﾀｶﾑﾗ ﾏﾐ - - 121 5 ソシアルダンススタジオFIVE STARS 福岡

阪野　清人 ﾊﾞﾝﾉ ｷﾖﾄ 阪野　綾 ﾊﾞﾝﾉ ｱﾔ B A 100 バンノダンススタジオ 愛知

ﾌﾘｶﾞﾅ

背番号

リーダー ﾌﾘｶﾞﾅ パートナー



Ｂ Ｌ 所属教室 地域

クラス クラス

ＢＯ ＬＯ ＲＢ ＲＬ

ひひひひ 平坂　弘樹 ﾋﾗｻｶ ﾋﾛｷ 松本　香緒里 ﾏﾂﾓﾄ ｶｵﾘ B A 111 37 ダンススタジオ京都 京都

ふふふふ 福田　洋平 ﾌｸﾀﾞ ﾖｳﾍｲ 松下　梨沙 ﾏﾂｼﾀ ﾘｻ D A 103 22 ASダンススタジオ 東京

藤本　尊史 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｶｼ 篠田　祐子 ｼﾉﾀﾞ ﾕｳｺ B B 33 55 23 常盤ダンススタジオ 京都

ほほほほ 細川　淳也 ﾎｿｶﾜ ｼﾞｭﾝﾔ 木野　愛弓 ｷﾉ ｱﾕﾐ - B 115 17 K'sダンススポーツ 福岡

まままま 牧瀬　豊継 ﾏｷｾ ﾄﾖﾂｸﾞ 牧瀬　智子 ﾏｷｾ ﾄﾓｺ C B 9 33 ダンスカンパニーおどりこ 京都

松岡　憲昭 ﾏﾂｵｶ　ﾉﾘｱｷ 松岡　有紀 ﾏﾂｵｶ　ﾕｳｷ A - 48 ナゴヤダンスアカデミー 愛知

松岡　佑紀 ﾏﾂｵｶ ﾕｳｷ 斉藤　ひかる ｻｲﾄｳ ﾋｶﾙ - A 79 13 ダンスインモーション 神奈川

松永　卓也 ﾏﾂﾅｶﾞ　ﾀｸﾔ 森　由莉枝 ﾓﾘ　ﾕﾘｴ - B 118 38 新海ダンススタジオ 愛知

松本　達明 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾂｱｷ 松本　みき子 ﾏﾂﾓﾄ ﾐｷｺ A A 59 37 マツモトダンスアカデミー 熊本

麻戸　洋輔 ﾏﾄ ﾖｳｽｹ 中村　綾 ﾅｶﾑﾗ ｱﾔ B A 66 39 2 ダンススタジオキシモト大船 神奈川

毬山　貴人 ﾏﾘﾔﾏ ﾀｶﾄ 長島　真実 ﾅｶﾞｼﾏ ﾏﾐ C C 75 16 ヒコサカダンススタジオ 千葉

みみみみ 宮地　翔也 ﾐﾔﾁ ｼｮｳﾔ 宮地　沙織 ﾐﾔﾁ ｻｵﾘ A - 45

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

愛知

むむむむ 村上　知哉 ﾑﾗｶﾐ ﾄﾓﾔ 村田　佳澄 ﾑﾗﾀ ｶｽﾐ D A 90 14 サワダマサヒロダンススタジオ 三重

村澤　俊也 ﾑﾗｻﾜ　ｼｭﾝﾔ 金武　由佳 ｶﾈﾀｹ　ﾕｶ A - 52 梅原ダンススクール 愛知

もももも 森川　真 ﾓﾘｶﾜ ﾏｺﾄ 大江　明日香 ｵｵｴ ｱｽｶ B A 71 11 O&Nダンスカンパニー 大阪

森田　貴久 ﾓﾘﾀ　ﾀｶﾋｻ 伊藤　みちか ｲﾄｳ　ﾐﾁｶ - C 14 22 アーサーマレー大高ダンススクール 愛知

森本　高広 ﾓﾘﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 杉原　緑 ｽｷﾞﾊ ﾗﾐﾄﾞﾘ B D 10 32 Ｍ’ｓダンスクリエイト 岐阜

森脇　健司 ﾓﾘﾜｷ ｹﾝｼﾞ 的場　未恭 ﾏﾄﾊﾞ ﾐｸ A - 8 Dance Arts Tokyo 東京

やややや 梁川　由紀夫 ﾔﾅｶﾞﾜ　ﾕｷｵ 沼田　有加里 ﾇﾏ　ﾀﾕｶﾘ B - 53 43

ダンススタジオステップバイステップ/ダンススタジオサムサーカス

神奈川 Lシード

よよよよ 横田　哲也 ﾖｺﾀ　ﾃﾂﾔ 松永　ゆかり ﾏﾂﾅｶﾞ　ﾕｶﾘ - A 104 アカデミーオブダンス.ヨコタ 愛知 Bシード

横山　安雄 ﾖｺﾔﾏ　ﾔｽｵ 受田　真澄 ｳｹﾀ　ﾏｽﾐ C - 46 サザンクロスダンススタジオ 大阪

吉田　宗鎮 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｼｹﾞ 本竜　佳織 ﾎﾝﾘｭｳ ｶｵﾘ A - 29 49 吉田宗鎮ダンススタジオ 大阪

62 58 55 40

エントリー組数

リーダー ﾌﾘｶﾞﾅ パートナー ﾌﾘｶﾞﾅ

背番号


