
受付番号 リーダー パートナー 所属教室

1 相田　和也 長田　彩 加藤周介ダンスアカデミー
2 青田　昂 青田　果林 ダンススタジオアオタ
3 芦川 憲治 佐藤 博子 アイニーダンススタジオ
4 足立　裕一 櫻井　優子 中村俊彦ダンスアカデミー
5 新井　健伊稚 新井　由紀子 石原ヒサシダンススクール
6 有馬　直樹 若林　亜紀 ジェイズダンスアカデミー
7 歩浜 敏夫 松浦 のぞみ ケヅカテツオダンスアカデミー 第2シード
8 飯田　満之 松浦　茜 曙橋さくらダンス
9 井口　裕樹 田中　智津子 イグチダンススクール/ソシアルダンススタジオ　FIVE STARS
10 池田　祐史 小林　あゆ里 満若ダンススタジオin杉田
11 池冨　勇輝 上野　景子 カトウノブヒトダンスアカデミー
12 市毛 秀明 竹下 由紀子 手塚ダンススタジオ
13 一條 正雄 小林 良子 　
14 伊藤　光 中川　サリ 江東ソシアルダンススクール
15 伊藤 英裕 伊藤 美穂 白幡ダンススクール
16 井上　和也 桑原　有寿 DANCE LaBo
17 井上　將也 山土　由香 DANCE LaBo/K'sダンススポーツ
18 岩崎 祐一 三井 なおみ 　
19 梅田　慎太郎 熊井　郁美 二ッ森司ダンススクール
20 漆原　翔一 宮武　樹 漆原ダンス教室
21 大坂 宜史 佐々木 由季子 TOYS DANCE PLACE
22 太田　洵司 松原　優 オオタダンスアカデミー
23 太田　喜之 宮﨑　茉莉亜 ミサワダンスステージ
24 大西　大輔 大西　香織 STARS DANCE STUDIO
25 大野 雅俊 神崎 美棹 ダンススタジオ　ラ・フェリ
26 大橋　優平 若山　優花 齊藤ダンスガーデン
27 岡本　圭祐 塚越　あみ 嶺岸ソシアルダンスカンパニー
28 岡本　浩輝 石塚　正恵 サカモトトモキ・ダンススタジオ
29 奥野 功士 本田 和代 滋賀ボールルームダンススクール
30 奥野　貴 杉原　瑠衣 チョイスダンススタジオ
31 越智  正人 柳瀬  瑠美 オオタ・ダンススクウェア
32 小野　晃歳 小野　麻耶 早川午朗ダンススクール
33 小野　考明 小野　恵美織 小野孝明ダンススクール
34 小俣　宏晃 杉谷　絵美 アクトレス・スポーツダンス・スタジオ104
35 小山　比呂志 榊　美央 ダンススタジオオカザキ
36 鍵本 浩也 森谷 恵子 コジマダンスアカデミー
37 加地 卓 町田 恵深 スタジオダンスウェーブ
38 加治屋　貴士 清水　舞 Team Dance Creative Entertainment 第2シード
39 勝野　出 浅海　愛 オザキダンススタジオ
40 加藤　裕哉 小川　舞子 ヒロウエムラ　ダンス　スタジオ
41 加藤 義人 小林 維斗 二ﾂ森亨ダンスアカデミー
42 香取 伸一 秋元 美弥 DANCE　STUDIO・KATORI
43 金谷　仁 川﨑　智予 ダンスカンパニー　オノエ 第2シード
44 神谷　朋昌 植竹　淑恵 楠潤一郎ダンスアカデミー
45 河合　祐介 河合　歩未 サワダダンススタジオ
46 菅　大輔 奥村　恵都 Slur social dance
47 吉川　智 岡本　さと子 スポーツダンス・スタジオ・アクトレス
48 木下 聡明 山内 砂穂 木下ダンスワールド
49 金原　亮司 永原　由貴 小西雅司ダンススタジオ
50 櫛田　隆広 大田　紗佑里 スタジオ　ダンス　ガーデンG・O
51 久野　将也 和田　有可 k's ダンスカンパニー 第2シード
52 久保田　豊 日比野　めいび クワバラダンススクール
53 熊谷　淳一 熊谷　陽子 ダンスインモーション
54 倉島　良悟 國本　麻衣 K's Dance House
55 黒野　朝洋 山田　佳奈 K Dance Academy
56 髙野　大樹 加藤　奈々 ソシアルダンススタジオ　ナリタケ 第2シード
57 小島　弘隆 加治屋　安理 ヤマモトダンスアカデミー
58 児玉　政範 柳　リコ ダンスカンパニーおどりこ
59 後藤　洋平 蒲生　智美 いわきダンススクール
60 小林　豊 浅場　春佳 楠潤一郎ダンスアカデミー
61 小宮　一浩 平岩　英里 小宮ダンススタジオ
62 近藤　智一 井上　愛香 深川ダンススクール
63 齋藤　清継 池田　奈智 石井篤志ダンスガーデン/吉本ダンススタジオ
64 齊藤　健斗 小川　佳苗 ダンススタジオ ソワール
65 斎藤 友男 斎藤 千鶴子 ドリームダンススクール
66 細目 恭弘 武本 理絵 サードダンススクール



67 坂本　純一 加納　杏那 サワダダンススタジオ
68 佐倉　奈雄斗 高辻　なつみ 堀口ダンスワールド
69 櫻井  美規雄 久門　瑞季 矢吹淳次ダンススタジオ
70 笹生 法章 笹生 晶子 笹生ダンススクール
71 佐々木　杏昂 阿久澤　紘栄 二宮清ダンスアカデミー
72 佐藤　和亀 工藤　周子 中原ダンスアカデミー
73 佐藤　文紀 佐藤　裕子 DANCE ELEGANCE
74 鮫口  伸一郎 阿部  里香子 鮫口ダンス教室
75 猿田　雄二 久保田　幸 クワバラダンススクール
76 澤井　優也 丸野　詩織 ダンススタジオ常滑
77 塩野　龍弥 松野　葵 春日部AKIダンスアカデミー
78 芝西　将史 中野　愛子 Dance Art Factory 招待
79 清水　基允 丸市　美幸 嶺岸ソシアルダンスカンパニー 第1シード
80 庄子　悟司 伊藤　泰子 イトウダンススクール
81 庄子　洋平 上手　里美 クワバラダンススクール 第2シード
82 白井 鷹征 泉 侑希 サード・ダンススクール
83 白石　和也 白石　愛子 TATEISHI Dance Company
84 杉澤　賢 和泉元　美典 河内正人ダンススタジオ
85 杉田　定裕 星野　春菜 O&Nダンスカンパニー
86 瑞慶覧 長明 狩野 明日香 タカハシトシアキダンススタジオ/タキガワダンススクール
87 鈴木　剛　 鈴木　由香 スズキダンススタジオ
88 鈴木　勇人 佐藤　彩 二ツ森亨ダンスアカデミー 第2シード
89 鈴木 康友 鈴木 海美 高円寺 毛塚ダンス教室
90 鈴木　佑哉 原田　彩華 栗山ダンススタジオ 招待
91 須藤　達矢 庄司　まゆ 増田ダンスアカデミー
92 瀬内　孝幸 稲垣　晴美 セウチダンススクール
93 瀬内　英幸 斎木　智子 スタジオwith寺井ダンスカンパニー 第1シード
94 関　琢磨 岩田　明日可 鈴木ダンススクール　船橋
95 瀬古　薫希 瀬古 知愛 チョイスダンススタジオ 招待
96 瀬底　正太 堀川　真琴 城北馬場ダンススクール
97 高木　隆 高嶋　聖美 TAKA＆KIYO BALLROOM DANCE TEAM 第2シード
98 髙橋　顕史 上脇　友季湖 二ツ森亨ダンスアカデミー/ダンス大塚会館
99 髙橋　健 佐藤　貴子 K&Tソシアルダンスクラブ
100 髙橋　祐貴 的場　永峯 サカネダンススクール
101 田川　貴一 安東　ニシャ 田川ダンススクール
102 瀧倉　茂 瀧倉　ゆみ Dance Dojo Takikura
103 田熊　健太 石田　聖美 田熊健太ダンススタジオ
104 竹内　大夢 曽又　奈々 クワバラダンススクール 第2シード
105 武内 要 呉 采禛 シンカワダンススタジオ
106 武田 葵 坪井 みみ サードダンススクール
107 正谷　恒揮 齋藤　愛 マサタニダンススタジオ 招待
108 正谷　幸久 伊藤　桃花 マサタニダンススタジオ
109 田中　慎一郎 新保　伊央 得地ソシアルダンススクール
110 田中　直樹 石川　真理子 ダンスオプション六本木
111 谷　祐二 谷　さとみ 山本喜洋ダンススクール
112 玉井　征爾 岩澤　桃子 奥山ダンススクール
113 玉井　英貴 石井　沙耶 gentil
114 丁野  真一 井上 望 シライシダンススタジオ
115 辻　翔平 辻　真理子 辻ダンススタジオ 第1シード
116 辻本　千博 黒木　優子 ビギンダンス教室
117 土川　耕平 河端　恵利子 Social Dance Studio Heily
118 土田　純司 藤野　めぐみ スタジオF
119 寺倉　憲 三枝　真由美 鈴木ダンススクール
120 東海林　祐介 立花　悠 チョイスダンススタジオ
121 堂谷　祐介 堂谷　悦子 ダンス＆フィットネスPassion
122 仲　清志 由良　真澄 タナカヒデカズ・ダンスワールド
123 長岡　瞬 長岡　加那子 オオムラアツキダンススタジオ
124 中川　智宏 毛利　桃子 早川午朗ダンススクール 第2シード
125 中川 真仁 横井 まりね 矢部行英ダンスカンパニー
126 中島　光一 奥山　智美 ダンスキューブミヤオカ 第2シード
127 永田　勝規 八幡　さやか 永田勝規ダンススタジオ
128 中村　公紀 大塩　香澄 オダケイジダンスアカデミー
129 中村 将太 中村 雪 Ｓ＆Ｙナカムラダンススタジオ
130 夏見　和彦 日髙　麻衣子 ダンススタジオ夏見
131 西井　雄紀 春名　梓 ドイダンススクール 第1シード
132 西川　聡 曽我　友紀子 Queen Dance Studio
133 西村　嘉月維 松村　京花 石原ヒサシダンススクール
134 西本 圭佑 重永 萌 河内正人ダンススタジオ



135 西山　ウィル 清田　智美 ダンススタジオ　リトモ
136 新田　宏之 新田　さくら O&Nダンスカンパニー 第2シード
137 野原　尚起 長島　麗子 小林ダンススクール
138 野村　直人 山﨑　かりん クワバラダンススクール
139 袴田　征史 山本　真未 オオタ・ダンススクウェア
140 箱田　翔次郎 田原　麻吏可 日暮里ニシダダンススクール
141 橋場　英一郎 今泉　佳菜 辻ダンススタジオ
142 長谷川　裕紀 綿引　ゆり杏 ダンススタジオコガ
143 林　祐丞 高村　まみ ソシアルダンススタジオ　FIVE STARS
144 日暮　健二 久保田　裕美 二宮清ダンスアカデミー
145 日野　雄樹 天野　友莉香 エムズ・ダンスアカデミー
146 平川　賢志 吉住　絵梨奈 ヨコタダンススクール
147 平坂　弘樹　 松本　香緒里 ダンススタジオ京都
148 福田　洋平 松下　梨沙 ASダンススタジオ
149 藤本 英一 近藤 日奈子 フジモトソシアルダンススタジオ
150 藤原　健太 桑原　由佳 桜井ダンスアカデミー
151 保栄茂　勝己 井上　直子 ダンススペース吉祥寺
152 槇 建大郎 福吉 由利子 イシカワヒロユキダンススタジオ
153 増田　大介 塚田　真美 増田ダンスアカデミー 招待
154 増山 誠記 増山 和代 ますやませいきダンススクール
155 松岡  佑紀 齊藤  ひかる MATSUOKA DANCE PRODUCTION
156 松下　学 伊熊　詩織 スズキダンスパーク　湘南
157 松永　卓也 森　由莉枝 新海ダンススタジオ
158 松村　光 小川　ちひろ 有限会社 沢上ムライダンス教室
159 松本 悠 北野 恵 ダンス教室エイト
160 麻戸　洋輔 中村　綾 ダンススタジオキシモト大船
161 毬山　貴人 長島　真実 ヒコサカダンススタジオ
162 三坂　和彦 重富　真波 MISAKA DANCE +
163 溝上 正幸 杉谷 美樹 海宝ダンススクール
164 三井　孝敏 杉本　朋子 北條ダンススクール
165 三室　雄司 武藤　慶子 江東ソシアルダンススクール
166 宮内　隼輔 尾崎　沙織 ジェイズダンスアカデミー駒込
167 宮崎　彰信 勝見　真有
168 村上　知哉 村田　佳澄 サワダマサヒロダンススタジオ
169 村田　雄基 麻里亜 Y＆M　DANCE　LAB． 第1シード
170 森 昌太 沖本 梨江 ミヤジマヒデユキダンススクール
171 森川　真 山崎　友貴穂 サワダマサヒロダンススタジオ
172 森田　銀河 小和田　愛子 豪徳寺ダンススクール 第1シード
173 安井 建 中川 洋子 ダンススタジオ　ブルーム
174 山口　隆久 上杉　真由 河内正人ダンススタジオ
175 山﨑　博道 輿石　美穂 チョイスダンススタジオ
176 山田　圭一郎 竹井　彩子 玉村ダンススクール
177 山本　宣正 山本　晴代 タマオキトモヒロダンススクール
178 吉田　　隆三 川上　陽子 ナゴヤダンスアカデミー
179 頼実　健吾 中原　幸絵 アクトレス・スポーツダンス・スタジオ104
180 亘 肇夫 湯浅 奈緒子 　


