
2017．9.24　ジャパンオープン選手権　プロフェッショナルオープンボールルーム出場選手名簿

背番号 リーダー ﾌﾘｶﾞﾅ パートナー ﾌﾘｶﾞﾅ クラス BO シード 所属教室 支部 地域

あ 35 安達　遥一 ｱﾀﾞﾁ ﾖｳｲﾁ 関野　夏海 ｾｷﾉ ﾅﾂﾐ B 1 シライシダンススタジオ 東部 東京

い 16 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 ダンススポットシャングリラ 西部 大阪

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

9 伊藤　克己 ｲﾄｳ ｶﾂﾐ 伊藤　通子 ｲﾄｳ ﾐﾁｺ A 1 伊藤ダンスカンパニー 西部 岡山

23 伊藤　大輔 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 伴　まゆみ ﾊﾞﾝ ﾏﾕﾐ A 1 ダンススクール　Ｄ&Ｍ 西部 大阪

51 糸川　充生 ｲﾄｶﾜ ﾐﾂｵ 糸川　玉玲 ｲﾄｶﾜ ﾕｲﾘﾝ B 1 ラインダンススクール 西部 大阪

45 今西　竜永 ｲﾏﾆｼ ﾀﾂﾅｶﾞ 沼田　有加里 ﾇﾏﾀ ﾕｶﾘ A 1 T Dance Production 東部 東京

55 岩佐　晃次 ｲﾜｻ ｺｳｼﾞ 若木　敬子 ﾜｶｷ ｹｲｺ A 1 イワサコウジ・ダンスアカデミー 西部 京都

8 岩本　憲幸　 ｲﾜﾓﾄ ﾉﾘﾕｷ 岩本　万菜　 ｲﾜﾓﾄ ﾏﾅ B 1 ナゴヤダンスアカデミー 中部 愛知

う 28 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 1 橘ダンススクール／タカハシダンススクール春日部 東部 東京

お 36 及川　考人 ｵｲｶﾜ ﾀｶﾄ 高木　恭子 ﾀｶｷﾞ ｷｮｳｺ A 1 橘ダンススクール／銀座ソシアルダンシングアカデミー 東部 東京

22 尾石　悟郎 ｵｲｼ ｺﾞﾛｳ 尾石　梨沙 ｵｲｼ ﾘｻ B 1 高林ダンス教室 九州 熊本

53 太田　雅士 ｵｵﾀ ﾏｻｼ 川澄　清香 ｶﾜｽﾐ ｻﾔｶ A 1 ニシダダンススタジオ 中部 愛知

52 王野　振稔 ｵｵﾉ ﾉﾌﾞﾄｼ 王野　亜紀 ｵｵﾉ ｱｷ A 1 ミウラダンス教室 九州 福岡

48 大山　博之 ｵｵﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 江夏　寛佳 ｴﾅﾂ ﾋﾛｶ B 1 ナカシマダンススクール 九州 鹿児島

46 岡　俊宏 ｵｶ ﾄｼﾋﾛ 平出　瑞紀 ﾋﾗﾃﾞ ﾐｽﾞｷ A 1 中川雄太ダンスアカデミー 中部 愛知

か 7 金子　貴也 ｶﾈｺ ﾀｶﾔ 下山　愛子 ｼﾓﾔﾏ ｱｲｺ A 1 ＤＡＮＣＥ　ＴＥＡＭ　ＹＯＫＯ 西部 大阪

40 川島　知也 ｶﾜｼﾏ ﾄﾓﾔ 市川　由佳 ｲﾁｶﾜ ﾕｶ A 1 チョイスダンススタジオ　／　Cityダンススクール 西部 大阪

き 27 岸本　真臣 ｷｼﾓﾄ ﾏｻｵﾐ 大津谷　陽子 ｵｵﾂﾔ ﾖｳｺ A 1 キシモトダンスアカデミー 九州 佐賀

く 41 倉地　宏治 ｸﾗﾁ ｺｳｼﾞ 倉地　ともみ ｸﾗﾁ ﾄﾓﾐ A 1 K'sダンススポーツ 九州 福岡

31 Kunyu Kevin Hsieh ｸﾝﾕ ｹﾋﾞﾝ ｼｴ Yichun Chloe Ko ｲｰﾁｭﾝ ｸﾛｴ ｺ 1 Taiwan

さ 17 斉藤　達哉 ｻｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 八木　恵里香 ﾔｷﾞ ｴﾘｶ A 1 武田ダンススクール 東部 東京

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

57 Sunny Tseng ｻﾆｰ ﾂｪﾝ Anna Lee ｱﾅ ﾘｰ 1 Taiwan

1 佐山　卓司　 ｻﾔﾏ ﾀｸｼﾞ 宮原　ゆかり　 ﾐﾔﾊﾗ ﾕｶﾘ A 1 浜松町ダンススクール 東部 東京

し 6 柴田　真希 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻｷ 柴田　綾子 ｼﾊﾞﾀ ｱﾔｺ B 1 ナゴヤダンスアカデミー 中部 愛知



背番号 リーダー ﾌﾘｶﾞﾅ パートナー ﾌﾘｶﾞﾅ クラス BO シード 所属教室 支部 地域

し 3 柴田　悠貴 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳｷ 松原　麻美 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｱｻﾐ A 1 ハピネスダンスアカデミー 西部 兵庫

26 清水　啓司 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛｼ 疋田　貴子 ﾋｷﾀ ﾀｶｺ A 1 チョイスダンススタジオ 東部 東京

10 Shuai Shao ｼｮｳ ｽｲ 田中　彩恵 ﾀﾅｶ ｻｴ A 1 ◎ ヨコミチダンスプラザ JCF 神奈川

61 新海　晋也 ｼﾝｶｲ ｼﾝﾔ 新海　きみ子 ｼﾝｶｲ ｷﾐｺ B 1 新海ダンススタジオ 中部 愛知

21 新野　祥司 ｼﾝﾉ ｼｮｳｼﾞ 田中　真理子 ﾀﾅｶ ﾏﾘｺ A 1 ラインダンススクール/スタジオジョイ 西部 大阪

す 2 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 1 ECHO DANCE COMPANY 西部 京都

30 鈴木　肖生 ｽｽﾞｷ ﾉﾘｵ 鈴木　みゆき ｽｽﾞｷ ﾐﾕｷ A 1 スズキノリオダンスカンパニー 西部 京都

た 54 高田　聡 ﾀｶﾀﾞ ｻﾄｼ 松村　順子 ﾏﾂﾑﾗ ｼﾞｭﾝｺ A 1 オオタ・ダンススクウェア 東部 東京

5 高橋　団 ﾀｶﾊｼ ﾀﾞﾝ 木原　菜々子 ｷﾊﾗ ﾅﾅｺ A 1 シライシダンススタジオ 東部 東京

66 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 1 カトウノブヒトダンスアカデミー 中部 愛知

42 武智　厚樹 ﾀｹﾁ ｱﾂｷ 古下　千鶴 ｺｼﾓ ﾁﾂﾞﾙ A 1 ＡＴダンススタジオ 西部 大阪

56 田中　孝康　 ﾀﾅｶ ﾉﾘﾔｽ 加藤　美智子　 ｶﾄｳ ﾐﾁｺ A 1 チョイスダンススタジオ 東部 東京

44 谷口　兼一 ﾀﾆｸﾞﾁ ｹﾝｲﾁ 桑原　蓉子 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾖｳｺ D 1 中川雄太ダンスアカデミー 中部 愛知

39 爲國　和也 ﾀﾒｸﾆ ｶｽﾞﾔ 楡井　沙恵 ﾆﾚｲ ｻｴ B 1 Dance regalo JBDF 大阪

つ 29 土持　祐介 ﾂﾁﾓﾁ ﾕｳｽｹ 土持　春奈 ﾂﾁﾓﾁ ﾊﾙﾅ A 1 コスモスダンスアカデミー 九州 福岡

62 都築　観 ﾂﾂﾞｷ ﾐﾙ 平井　絢子 ﾋﾗｲ ｱﾔｺ C 1 小宮ダンススタジオ 中部 愛知

て 58 寺門　駿 ﾃﾗｶﾄﾞ  ｼｭﾝ 佐々木　彩香 ｻｻｷ ｱﾔｶ B 1 Dance Arts Tokyo 東部 東京

49 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 1 寺島ダンススクール 中部 愛知

な 12 中嶋　康人 ﾅｶｼﾏ ﾔｽﾄ 中嶋　藍香 ﾅｶｼﾏ ｱｲｶ A 1 ダンススタジオ中嶋 九州 福岡

15 永田　薫 ﾅｶﾞﾀ ｶｵﾙ 飯野　さやか ｲｲﾉ ｻﾔｶ A 1 小林ダンススクール 東部 東京

18 中野　雅章 ﾅｶﾉ ﾏｻｱｷ 川合　由美恵 ｶﾜｲ ﾕﾐｴ B 1 小西雅司ダンススタジオ 中部 愛知

32 中村　康之 ﾅｶﾑﾗ ﾔｽﾕｷ 岡本　真理 ｵｶﾓﾄ ﾏﾘ A 1 ヨコミチダンスプラザ 東部 神奈川

に 33 新美　一輝 ﾆｲﾐ ｶｽﾞｷ 木全　志穂 ｷﾏﾀ ｼﾎ A 1 サトウダンススクール 中部 愛知

24 西尾　浩一 ﾆｼｵ ｺｳｲﾁ 下田　藍 ｼﾓﾀﾞ ｱｲ A 1 ◎ 武田ダンススクール 東部 東京

37 西田　克義 ﾆｼﾀﾞ ｶﾂﾖｼ 佐藤　晴香 ｻﾄｳ ﾊﾙｶ A 1 ◎ ニシダダンススタジオ 中部 愛知

は 43 花田　諭 ﾊﾅﾀﾞ ｻﾄｼ 花田　みずほ ﾊﾅﾀﾞ ﾐｽﾞﾎ A 1 シライシダンススタジオ 東部 東京

60 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 1 花村ダンススクール/メグミダンススクール 西部 大阪



背番号 リーダー ﾌﾘｶﾞﾅ パートナー ﾌﾘｶﾞﾅ クラス BO シード 所属教室 支部 地域

ひ 14 平﨑　誠 ﾋｻｻｷ ﾏｺﾄ 切手　利江子 ｷｯﾃ ﾘｴｺ C 1 Tokyo渋谷ダンサーズ学院 九州 鹿児島

ふ 38 藤本　尊史 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｶｼ 篠田　祐子 ｼﾉﾀﾞ ﾕｳｺ B 1 フジモトダンススクール 西部 京都

ま 4 Maxim Kotlov ﾏｷｼﾑ ｺﾄﾛﾌ Tatiana Zayts ﾀﾁｱﾅ ｻﾞｲﾂ 1 Russia

25 牧瀬　豊継 ﾏｷｾ ﾄﾖﾂｸﾞ 牧瀬　智子 ﾏｷｾ ﾄﾓｺ B 1 ダンスカンパニーおどりこ 西部 京都

50 松岡　憲昭 ﾏﾂｵｶ ﾉﾘｱｷ 松岡　有紀 ﾏﾂｵｶ ﾕｳｷ A 1 ◎ ナゴヤダンスアカデミー 中部 愛知

19 松本　光祐 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｽｹ 松本　のぞみ ﾏﾂﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ A 1 マツモトダンスアカデミー東京 東部 東京

65 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 1 マツモトダンスアカデミー 九州 熊本

み 59 道田　陽介 ﾐﾁﾀﾞ ﾖｳｽｹ 原　さゆり ﾊﾗ ｻﾕﾘ B 1 中川雄太ダンスアカデミー 中部 愛知

13 宮地　翔也 ﾐﾔﾁ ｼｮｳﾔ 宮地　沙織 ﾐﾔﾁ ｻｵﾘ A 1 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 中部 愛知

む 20 村澤　俊也 ﾑﾗｻﾜ ｼｭﾝﾔ 金武　由佳 ｶﾈﾀｹ ﾕｶ A 1 梅原ダンススクール 中部 愛知

も 63 森脇　健司 ﾓﾘﾜｷ ｹﾝｼﾞ 的場　未恭  ﾏﾄﾊﾞ ﾐｸ A 1 ◎ ダンスアーツ東京 東部 東京

よ 47 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 1 吉田宗鎮ダンススタジオ 西部 大阪

64 吉永　龍 ﾖｼﾅｶﾞ ﾘｭｳ 吉永　まい ﾖｼﾅｶﾞ ﾏｲ B 1 舞ダンスアカデミー 西部 広島

66


