
ボールルーム部門

浅村　慎太郎 遠山　恵美 ドイダンススクール
安部　邦臣 安部　弥美 ダンススタジオファミリー
天野　功 天野　麻美子 アマノダンススクール
新井　透 新井　一恵 ダンスカレッジ古都
新井　優斗 森　由希 安東ダンススクール／カワハラ・ダンススタジオ
荒木　康孝 金瀬　友子 アオキソシアルダンススクール
有原　良義 前田　馨 笹生ダンススタジオ
池本　規恒 樫本　真実 イケモトダンスワールド
井﨑　健太 伊藤　沙織 西岡ダンススクール
石井　誠治 石井　あさみ インフィニットボールルームダンススタジオ
石川　浩之 菅野　純代 イシカワヒロユキダンススタジオ
石田　武 箕尾　美春 ダンスフォレスト
石原　正敏 横山　晴巳 サード・ダンススクール・スターロードダンスセンター
伊東　秀紀 伊東　浩子 Ｈ＆Ｈ　Ｄａｎｃｅ　Ｓｃｅｎｅ
岩佐　晃次 若木　敬子 イワサコウジ・ダンスアカデミー
岩田　亮二 加﨑 万智 青柳ダンスアカデミー
上村　和之 上村　みちこ 橘ダンススクール/タカハシダンススクール
臼井　一史 臼井　恵 サカネダンススクール
打越　美智夫 打越　珠恵 ウチコシミチオダンススタジオD２
内山　良太 内山 真由美 ダンス教室エイト
及川　考人 髙木　恭子 橘ダンススクール/銀座ソシアルダンシングアカデミー
尾石　悟郎 尾石　梨沙 髙林ダンス教室
大内　彰太 初瀬川　千夏 西所沢駅前　アサノダンススクール
大内　孝則 松岡　礼 松竹ダンスプラザ
大澤　隆一 林　佳奈 篠田忠ダンスカレッジ
太田　雅士 川澄　清香 ニシダダンススタジオ
大竹　道雄 高田　美穂子 オオタケダンススクール
大谷　源太郎 大谷　志津 タナカダンススクール
大谷　亮弥 井上　奈美 奥山ダンススクール
大西　亘 池田　ちかる 佐藤伴幸ダンススクール
大埜　健 奥山　さやか 篠田忠ダンスカレッジ／藤本ｿｼｱﾙﾀﾞﾝｽｽﾀｼﾞｵYOKOHAMA
大村　尊 坂本　公子 増山ダンススクール/ＤＡＮＣＥ ｎａｖｉｇａｔｉｏｎ MEGURO
岡　俊宏 平出　瑞紀 中川雄太ダンスアカデミー
岡　政宏 佐々木　海帆 ファミリアダンススポーツクラブ／
岡崎　可寿智 矢﨑 芳子
岡田　拓磨 工藤　桃子 嶺岸ソシアルダンスカンパニー
岡田　直人 若槻　絵里子 タマオキトモヒロダンススクール立川
小川　芳信 小川　沙織 ソシアルダンスカンパニーオガワ／
荻原　茂樹 江本　奈都子 シノダマナブダンススクール
小野澤　玲太 宇佐見　裕子 吉田ダンススクール／齊藤ダンスガーデン
小野　大輔 中村　佳菜 サード・ダンススクール
小原　正大 小原　香織 オハラダンススクール
加賀　雄大 加賀　康子 　
片山　雄暉 片山法子 片山ダンススクール
加藤　圭一 加藤　愛美 カトウノブヒトダンスアカデミー
金久保　幸夫 勝山　エミ ダンススクールエメラルド
金丸　進悟 矢口　紗羅 タナカヒデカズダンスワールド
金子　貴也 板谷　明穂 Dance TEAM YOKO
金子　時生 曾賀　まゆ ハチヤダンスアカデミー／
亀川　隆史 新保　伊央 チョイス ダンススタジオ
河内　俊典 佐藤　アイナ
川木　剛 正木　千恵 島ダンススクール／奥山ダンススクール
川口　剛 小林　春香
菊池　クリスティアン クラソフカイア　アンナ Dance Arts Tokyo
菊池　和春 酒井　恵美 フジイダンススクール本厚木校・ダンスジャルダン大森山王ステューディオ
喜嶋　信晶 福原　久絵 ダンスガーデンキジマ
北岸　賢明 長内　智子 藤本ｿｼｱﾙﾀﾞﾝｽｽﾀｼﾞｵYOKOHAMA／ヨコミチダンスプラザ
北之坊　太郎 藤原　佳穂里 檜山ダンススクール／
久我　靖 田中　裕子 オオバダンススクール／
九鬼　章悦　 九鬼　亜弓 Dance Arts Tokyo
楠谷　喜洋 楠谷　恵 片山ダンススクール
工藤　洋司 工藤　亜由未 ＫＵＤＯ　Ｄａｎｃｅ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ
久保　英史 松島　由季 篠田忠ダンスカレッジ
熊谷　淳一 熊谷　陽子 ダンスインモーション
倉地　宏治 倉地　ともみ K'sダンススポーツ
栗原　秀雄 大山　聡子 栗原ダンス倶楽部
毛塚　陽康 毛塚　美穂 門前仲町毛塚ダンスアートアカデミー
小堺　大士 横山　仁美 Ｋｏｚａｋａｉダンススクール
越川　真人 越川　民子 コシカワダンススクール
小平　寛 上村　美保 コダイラヒロシダンススクール
後藤　啓太 後藤　深雪 ハチヤダンスアカデミー／
小林　恒路 赤沼　美帆 奥山ダンススクール
小松　拓哉 小松　七菜 たにどうダンスワールド
金野　哲也 井之口　香織 ソシアルダンススタジオ　ナリタケ
今野　郁広 今野　真利子 ダンススクールkonno
斉藤　達哉 八木　恵里香 武田ダンススクール
榊原　学 榊原　菜々 榊原ダンスカンパニー
阪口　昌也 山田　晃子 ＮＹＣ Ｄａｎｃｅ Ｓｐｏｒｔ Ｊａｐａｎ
坂本　英範 小黒　奈々 西岡ダンススクール／
坂本　裕次 染谷　知子
佐久間　重行 渋谷　春美 市原ダンススクール　/ 海老原ダンススクール
櫻井　朝之 木須　サオリ 櫻井朝之ダンスカンパニー



佐藤　純平 亀山　聡美 篠田忠ダンスカレッジ／檜山ダンススクール
佐藤　功 草野　悦子 ワールドステップ
佐山　卓司 宮原　ゆかり 浜松町ダンススクール
柴田　悠貴 松原　麻美 ハピネスダンスアカデミー
柴山　和樹 柴山　朋代 中川雄太ダンスアカデミー
島岡　由尭 小桜　綾子 毛塚ダンスアートアカデミー
島田　寛隆 村松　明香 桜井ダンスアカデミー
清水　太地 清水　早紀 新井ソシアルダンスカンパニー
清水　啓司 疋田　貴子 チョイス ダンススタジオ
下平　文孝 生方　美沙 下丸子ＤＡＮＣＥ　ＳＣＨＯＯＬ
Shao Shuai 田中　彩恵 ヨコミチダンスプラザ
白神　淳 石口　瑞恵 檜山ダンススクール
白取　正浩 松村　明日香 シラトリダンススクール
末安　祐一郎 木村　友華 門前仲町毛塚ダンスアートアカデミー
菅井　学 尚和　由里子 奥山ダンススクール／クワバラダンススクール
杉野　貴史 ＩＲＥＰ エムズダンスアカデミー
杉山　勇 杉山　美樹 ダンスアート杉山
鈴木　啓 古川　玲奈 AIR　Dance　Lounge
鈴木　貴雄 中本　直美 エムズダンスアカデミー／
鈴木　肖生 鈴木　みゆき スズキノリオダンスカンパニー
世古宗　弘一 世古宗 友子 セコムネ　ダンス　フィールド
曽根　慎 石井　千尋 河崎ダンススクール
園原　正和 谷　千恵美 ハピネスダンスアカデミー／タナカヒデカズダンスワールド
髙田　聡 松村　順子 オオタ・ダンススクウェア
髙橋　朋博 髙橋亜里子 TOMOダンススタジオ
田口　裕登 榎田　真麻 ダンス教室エイト
竹内　大祐 竹内　ももこ カトウノブヒトダンスアカデミー
竹田　昌史 竹田　諒子 Ｆｌｏｗ　Ｄａｎｃｅ　Ｃｏｍｐａｎｙ
武智　厚樹 古下　千鶴 ＡＴダンススタジオ／
田中　健太郎 三田　聡美 Ｄａｎｃｅ　Ｓｔｕｄｉｏ　Ｍｏｍｅｎｔ／
田中　大輔 太田　郁奈 水野瞳ダンス教室
田中　雄大 小倉　さゆり
田中　孝康 加藤　美智子 チョイス ダンス スタジオ
田中　雅人 田中　くるみ 安東ダンススクール
谷口　兼一 桑原　蓉子 中川雄太ダンスアカデミー
田原　健二 上脇　友季湖 タハラダンススタジオ/ダンス大塚会館
田原　真彦 馬渕　舞 上尾ダンススクール／馬渕ダンススタジオ
田松　周一郎 花盛　香織 中原ダンスアカデミー
田村　晃男 若尾　律 高田馬場ナカザワダンススタジオ／
爲國　和也 楡井　沙恵 Ｄａｎｃｅ　ｒｅｇａｌｏ
朝増　拓哉 中川　千秋 スズキイチロー・ダンスアカデミー
土持　祐介 土持　春奈 コスモスダンスアカデミー
土屋　太祐 渡邊　純世 ツチヤダンスガーデン
寺門　駿 佐々木　彩香 Dance Arts Tokyo
当麻　眞示 木村　佳代子 横浜ダンス学院
富井　悠太 吉野　奈緒 折山ダンススクール／
友井田　将来 小野田　のぞみ シノダマナブダンススクール／クワバラダンススクール
内藤　達矢 手島　柴乃 山田誠ダンススタジオ
仲秋　彰燿 仲秋　潤 １００　Ｃａｒａｔ　Ｄａｎｃｅ　Ｃｏｍｐａｎｙ
長井　英生 内田　晶子 西岡ダンススクール／
中嶋　秀樹 中嶋 美喜 コダマ・ボールルームダンス・スタジオ
長島　大志 中尾　友美
中島　宗一 佐久間 久美子
中嶋　康人 中嶋　藍香 ダンススタジオ中嶋
永田　薫 飯野　さやか 小林ダンススクール
中辻　善典 岡﨑　ひろみ 鳥居ダンススクール（梅田教室）／
中野　雅章 川合　由美恵 小西雅司ダンススタジオ
永堀　隆幸 永堀　翼 嶺岸ソシアルダンスカンパニー
中村　臣作 中村　明子 　　　　　　　　　　　　　　　　
中村　康之 岡本　真理 ヨコミチダンスプラザ
楢林　明博 糸山　由里子 コレットダンススタジオ
成田　学 牛澤　友美 ジェイズダンスアカデミー五反田
新里 真明 新里 久美子 ニイザトダンスアカデミー
新美　一輝 木全　志穂 佐藤ダンススクール
西尾　浩一 下田　藍 武田ダンススクール
西田  欣主 西田  美穗 日暮里ニシダダンススクール
西原　光熙 西原 典子 ニシハラコウキダンスアカデミー
二宮　政弥 寺西　祐希 EGAWA DANCE SQUARE
貫名　強 柴原　まりこ
羽川　翔一 長谷川　宏美 オンダダンススクール／
橋本　剛 恩田　恵子 ビギンダンス教室
畠山　貴弘 沼田　有加里 小浜ダンスプラザ　平塚北口教室/ダンススタジオ SAM CIRCUS
畑中　敦行 西尾　明日香 畑中ダンススクール
花田　諭 花田　みずほ シライシダンススタジオ
濱田　哲平 増田　唯 ＴＥＰＰＥＩ　ｈａｍａｄａ　ｄａｎｃｅ　ｓｔｕｄｉｏ
林　俊徳 林 曜子 ハヤシダンスアカデミー
原　辰瑠 太縄　愉美子 タハラダンススタジオ
原田　浩史 滝田　智子 ジェイズダンスアカデミー
樋口　暢哉 柴田 早綾香 ミヤジマヒデユキダンススクール
平岡　雅司 藤本　亜弥 平岡ダンススクール
蛭田　康平 山本　菜緒 助川ダンス教室
廣島　悠仁 石渡　ありさ 奥山ダンススクール／
福田　裕一 エリザベス　グレイ 篠田忠ダンスカレッジ／小笠原ダンススクール
藤家　浩史 藤家　繭 桜井ダンスアカデミー
藤田　洋平 伊井　未来 藤田ダンスカンパニー／



藤村　寿志 福島 洋子
藤原　雄介 藤原　麻鈴 タマオキトモヒロダンススクール
保坂　直伸 保坂　佳奈 Social Dancing Club TEAM
本多　龍士 戎野　紗与 檜山ダンススクール／柳田ダンススクール
正藤　隆史 正藤　智子 正藤ダンススクール
松井　滉貴 佐藤　愛子 檜山ダンススクール／ジェイズダンスアカデミー
松岡　憲昭 松岡　有紀 ナゴヤダンスアカデミｰ
松崎　裕太郎 富岡　真子 北條ダンススクール
松下　吉志 千波 杏奈 アマノダンスアカデミー
松田　時和 佐原 佑衣 ダンススクール　ロイヤル
松本　英之 池田　麻里 ビギンダンス教室
松本　正人 横山　かおり 横浜西口・桝岡ダンス教室
丸山　貴史 遠山　理紗 スタジオＪＪ／白幡ダンススクール
丸山　武昭 三鍋　雪子 　
三浦　拓也 三浦　弥生 たにどうダンスワールド
三浦　大輔 三浦　美和子 海宝ダンススクール
三上　和久 川又　千佳 サード・ダンススクール
三上　芳弘 小山 百合子 ダンススクールエメラルド
三木　真 鈴木　善子 クワバラダンススクール／家泉ダンススクール
水出　光 雨宮　可奈 矢部行英ダンスカンパニー
光田　晋 水元　美穂 イシバシケンタダンススタジオ
三森　秀明 酒井　良美 奥山ダンススクール
宮川　祐也 宮川　友里子 チャオダンススタジオ
宮藤　広 宮藤　裕子 フタガワダンススクール
村澤　俊也 金武　由佳 梅原ダンススクール
室伏　宏明 青沼　彩 エムズダンスアカデミー
元島　康治 岩岬　美佳 満若ダンススタジオ　ＩＮ杉田／藤本ｿｼｱﾙﾀﾞﾝｽｽﾀｼﾞｵYOKOHAMA
森田　貴久 加藤　千晴 アカデミーオブダンスヨコタ
森脇　健司 的場　未恭 Dance Arts Tokyo/小嶋鉄治ダンススタジオ
山上　健太 佐竹　かおる エムズダンスアカデミー
山口　慎介 古浜　志帆美 スタジオwithテライダンスカンパニー
山先　充芳 武田　佳子 Ｄａｎｃｅ　Ａｒｔｓ　Ｙａｍａｓａｋｉ
山西　貴之 山西　弥生 ダンス教室エイト
山本　章絡 池田　有妃 山本かおるダンス教室
結城　智史 増田　千晴 スポーツダンススタジオアクトレス
横沢　学 児玉　いね子 ヨコサワソシアルダンス
横田　尊春 高橋　景子 小川純ダンススクール元住吉校
横山　公法 スヴェトラーナ・トロポワ ケヅカテツオダンスアカデミー
吉川　雅博 木村　まり子 スタジオR
吉田　貴裕 田中　真琴 Y'S ダンス メイツ
吉村　真治 吉村　美恵子
若代　愼 辰巳　友莉亜 エムズダンスアカデミー／ＤＡＮＣＥ　ｎａｖｉｇａｔｉｏｎ　MEGURO
渡辺　勝彦 加島　久乃 渡辺勝彦ダンス教室


