
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ラテンアメリカン　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 LO シード 所属教室 支部 地域

あ 11 青田　昂 ｱｵﾀ ﾀｶｼ 青田　果林 ｱｵﾀ ｶﾘﾝ A 1 ダンススタジオアオタ 東部 千葉

42 安藤　裕一 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｲﾁ 河内　芳江 ｶﾜﾁ ﾖｼｴ A 1 カワチ総合ダンスアカデミー 中部 愛知

い 57 飯田　満之 ｲｲﾀﾞ ﾐﾂﾕｷ 松浦　茜 ﾏﾂｳﾗ ｱｶﾈ A 1 曙橋さくらダンス 東部 東京

38 井口　裕樹 ｲｸﾞﾁ ﾕｳｷ 田中　智津子 ﾀﾅｶ ﾁﾂﾞｺ A 1 イグチダンススクール/ソシアルダンススタジオ　FIVE　STARS 九州 熊本

13 池冨　勇輝 ｲｹﾄﾐ ﾕｳｷ 上野　景子 ｳｴﾉ ｹｲｺ B 1 カトウノブヒトダンスアカデミー 中部 愛知

50 井上　和也 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾔ 桑原　有寿 ｸﾜﾊﾗ ｱﾘｽ A 1 DANCE LaBo 九州 福岡

25 井上　將也 ｲﾉｳｴ ﾏｻﾔ 山土　由賀 ﾔﾏﾄﾞ ﾕｶ A 1 DANCE LaBo/K'sダンススポーツ 九州 福岡

え 51 Eric Chen ｴﾘｯｸ ﾁｪﾝ Bobo Lee ﾎﾞﾎﾞ ｲｰ 1 Taiwan

お 27 太田　洵司 ｵｵﾀ ｼﾞｭﾝｼﾞ 松原　優　 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｳ A 1 オオタダンスアカデミー 東部 千葉

47 岡根　有佑 ｵｶﾈ ﾕｳｽｹ 辻本　祐布子 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾕｳｺ C 1 スタジオDo／スタジオワイズ 西部 兵庫

49 越智　正人 ｵﾁ ﾏｻﾄ 柳瀬　瑠美 ﾔﾅｾ ﾙﾐ A 1 オオタ・ダンススクウェア 東部 東京

1 小野　晃歳 ｵﾉ ｱｷﾄｼ 小野　麻耶 ｵﾉ ﾏﾔ A 1 早川午朗ダンススクール 東部 東京

32 小野　孝明 ｵﾉ ｺｳﾒｲ 小野　恵美織 ｵﾉ ｴﾐﾘ A 1 小野孝明ダンススクール 東部 神奈川

か 35 加島　誠人 ｶｼﾏ ﾏｺﾄ 西山　さくら ﾆｼﾔﾏ ｻｸﾗ B 1 西部 京都

6 加治屋　貴士 ｶｼﾞﾔ ﾀｶｼ 清水　舞 ｼﾐｽﾞ ﾏｲ A 1 Team Dance Creative Entertainment 東部 神奈川

30 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 1 バンノダンススタジオ／オザキダンススタジオ 中部 愛知

63 勝野　出 ｶﾂﾉ ｲｽﾞﾙ 浅海　愛 ｱｻウﾐ ｱｲ 1 オザキダンススタジオ 中部 愛知

56 金谷　仁 ｶﾅﾔ ｼﾞﾝ 川﨑　智予 ｶﾜｻｷ ﾄﾓﾖ A 1 ダンスカンパニーオノエ 西部 京都

45 神谷　朋昌 ｶﾐﾔ ﾄﾓﾏｻ 植竹　淑恵 ｳｴﾀｹ ﾄｼｴ A 1 楠潤一郎ダンスアカデミー 東部 東京

59 河合　祐介 ｶﾜｲ ﾕｳｽｹ 河合　歩未 ｶﾜｲ ｱﾕﾐ A 1 サワダダンススタジオ 中部 愛知

き 4 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 1 小西雅司ダンススタジオ 中部 愛知

く 2 倉島　良悟 ｸﾗｼﾏ ﾘｮｳｺﾞ 國本　麻衣 ｸﾆﾓﾄ ﾏｲ B 1 K's Dance House 中部 静岡

62 Craig Monley ｸﾚｲｸﾞ ﾓﾝﾘｰ Sriani Argaet ｽﾘｱﾆ ｱｰｹﾞｲﾄ 1 Australia

こ 9 児玉　政範 ｺﾀﾞﾏ ﾏｻﾉﾘ 柳　りこ ﾔﾅｷﾞﾘｺ B 1 ダンスカンパニーおどりこ 西部 大阪

17 小宮　一浩 ｺﾐﾔ ｶｽﾞﾋﾛ 平岩　英里 ﾋﾗｲﾜ ｴﾘ A 1 小宮ダンススタジオ 中部 愛知

さ 7 櫻井　美規雄 ｻｸﾗｲ ﾐｷｵ 久門　瑞季 ｸﾓﾝ ﾐｽﾞｷ A 1 矢吹淳次ダンススタジオ 東部 神奈川

　 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 LO シード 所属教室 支部 地域

36 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 1 鮫口ダンス教室 東部 東京

さ 21 Sang min Lee ｻﾝ ﾐﾝ ｲ Danbi Lee ﾀﾞﾝﾋﾞ ｲ 1 Korea

し 33 芝西　将史 ｼﾊﾞﾆｼ ﾏｻｼ 中野　愛子 ﾅｶﾉ ｱｲｺ A 1 ◎ DanceArtFactory 東部 千葉

す 31 杉澤　賢 ｽｷﾞｻﾜ ｹﾝ 和泉元　美典 ｲｽﾞﾐﾓﾄ ﾐﾉﾘ A 1 河内正人ダンススタジオ 西部 京都

24 杉田　定裕 ｽｷﾞﾀ ｻﾀﾞﾋﾛ 星野　春菜 ﾎｼﾉ ﾊﾙﾅ A 1 Ｏ＆Ｎダンスカンパニー 西部 大阪

23 鈴木　剛 ｽｽﾞｷ ﾂﾖｼ 鈴木　由香 ｽｽﾞｷ ﾕｶ A 1 スズキダンススタジオ 九州 福岡

26 鈴木　勇人 ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾄ 佐藤　彩 ｻﾄｳ ｱﾔ A 1 二ツ森亨ダンスアカデミー 東部 東京

48 鈴木　佑哉 ｽｽﾞｷ ﾕｳｷ 原田　彩華 ﾊﾗﾀﾞ ｱﾔｶ A 1 ◎ 栗山ダンススタジオ 東部 千葉

53 須藤　将史 ｽﾄﾞｳ ﾏｻｼ 伊藤　なお ｲﾄｳ ﾅｵ B 1 スポーツダンススタジ　オアクトレス　須藤 東部 東京

29 Seung Won Son ｽﾝｳ ｳｵﾝ ｻﾝ Seul Ki Kim ｲｽﾙ ｷ ｷﾑ 1 Korea

せ 60 瀬内　英幸 ｾｳﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ 斎木　智子 ｻｲｷ ﾄﾓｺ D 1 スタジオウｨズテライダンスカンパニー 東部 東京

3 瀬古　薫希　 ｾｺ ﾏｻｷ 瀬古　知愛　 ｾｺ ﾁｱｷ A 1 ◎ チョイスダンススタジオ 東部 東京

た 14 高木　隆　 ﾀｶｷﾞ ﾀｶｼ 高嶋　聖美　 ﾀｶｼﾏ ｷﾖﾐ A 1 TAKA&KIYO BALLROOM DANCE TEAM 東部 東京

61 高橋　顕史 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾌﾐ 上脇　友季湖 ｶﾐﾜｷ ﾕｷｺ A 1 二ツ森亨ダンスアカデミー/ダンス大塚会館 東部 東京

8 瀧倉　茂 ﾀｷｸﾗ ｼｹﾞﾙ 瀧倉　ゆみ ﾀｷｸﾗ ﾕﾐ A 1 Dance Dojo Takikura 西部 徳島

55 谷　祐二 ﾀﾆ ﾕｳｼﾞ 谷　さとみ ﾀﾆ ｻﾄﾐ A 1 山本喜洋ダンススクール 西部 京都

ち 16 丁野　真一 ﾁｮｳﾉ ｼﾝｲﾁ 井上　望 ｲﾉｳｴ ﾉｿﾞﾐ A 1 シライシダンススタジオ 東部 東京

つ 18 辻　翔平 ﾂｼﾞ ｼｮｳﾍｲ 辻　真理子 ﾂｼﾞ ﾏﾘｺ A 1 ◎ 辻ダンススタジオ 西部 大阪

な 52 中川　智宏 ﾅｶｶﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 毛利　桃子 ﾓｳﾘ ﾓﾓｺ A 1 早川午朗ダンススクール 東部 東京

46 永田　勝規 ﾅｶﾞﾀ ｶﾂﾉﾘ 八幡　さやか ﾔﾊﾀ ｻﾔｶ A 1 永田勝規ダンススタジオ 中部 愛知

に 12 西山　ウィル　 ﾆｼﾔﾏ ｳｨﾙ 清田　智美　 ｷﾖﾀ ﾄﾓﾐ A 1 ダンススタジオリトモ 九州 福岡

44 新田　宏之 ﾆｯﾀ ﾋﾛﾕｷ 新田　さくら ﾆｯﾀ ｻｸﾗ A 1 Ｏ＆Ｎダンスカンパニー 西部 大阪

は 20 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 A 1 日暮里ニシダダンススクール 東部 東京

22 橋場　英一郎 ﾊｼﾊﾞ ｴｲｲﾁﾛｳ 今泉　佳菜 ｲﾏｲｽﾞﾐ ｶﾅ B 1 辻ダンススタジオ 西部 大阪

58 原野　周二 ﾊﾗﾉ ｼｭｳｼﾞ 北見　由加里 ｷﾀﾐ ﾕｶﾘ B 1 ハラノすぽーつだんすカンパニー 西部 愛媛

ひ 5 平坂　弘樹 ﾋﾗｻｶ ﾋﾛｷ 松本　香緒里 ﾏﾂﾓﾄ ｶｵﾘ A 1 ダンススタジオ京都 西部 京都

ふ 37 福田　洋平 ﾌｸﾀﾞ ﾖｳﾍｲ 松下　梨沙 ﾏﾂｼﾀ ﾘｻ A 1 ASダンススタジオ 東部 東京

　 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 LO シード 所属教室 支部 地域

ま 43 前田　将寛 ﾏｴﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 前田　紗央里 ﾏｴﾀﾞ ｻｵﾘ A 1 前田ダンスカンパニー 西部 京都

ま 28 松永　卓也 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀｸﾔ 森　由莉枝 ﾓﾘ ﾕﾘｴ B 1 新海ダンススタジオ 中部 愛知

39 麻戸　洋輔 ﾏﾄ ﾖｳｽｹ 中村　綾 ﾅｶﾑﾗ ｱﾔ A 1 ダンススタジオキシモト大船 東部 神奈川

む 15 村上　拓久人 ﾑﾗｶﾐ ﾀｸﾄ 植田　江里佳 ｳｴﾀﾞ ｴﾘｶ C 1 CO.,COエレガンスダンス総合学院 JCF 京都

54 村上　知哉 ﾑﾗｶﾐ ﾄﾓﾔ 村田　佳澄 ﾑﾗﾀ ｶｽﾐ A 1 サワダマサヒロダンススタジオ 中部 三重



19 村田　雄基 ﾑﾗﾀ ﾕｳｷ 岸本　麻里亜 ｷｼﾓﾄ ﾏﾘｱ A 1 Y&M　DANCE　LAB. 東部 東京

も 34 森川　真 ﾓﾘｶﾜ ﾏｺﾄ 山崎　友貴穂 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｷﾎ A 1 サワダマサヒロダンススタジオ 中部 三重

よ 41 吉田　隆三 ﾖｼﾀﾞ ﾘｭｳｿﾞｳ 川上　陽子 ｶﾜｶﾐ ﾖｳｺ B 1 ナゴヤダンスアカデミー 中部 愛知

り 10 Liu Jose Han Wei ﾘｭｰ ｼﾞｮｰｽﾞ ﾊﾝｳｪｲ Yao Yuna Yu Chi ﾔｵ ﾕﾅ ﾕ ﾁ 1 Taiwan

れ 40 Rex Hsu ﾚｯｸｽ ｼｭｰ Selena Hou ｾﾚﾅ ﾎｰ 1 Taiwan

63


