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03000611 有原 良義 ｱﾘﾊﾗ ｶｽﾞﾖｼ 前田 馨 ﾏｴﾀﾞ ｶｵﾙ 東部 笹生ダンススタジオ／TDSサード・ダンススクール ●

03000010 石川 浩之 ｲｼｶﾜ ﾋﾛﾕｷ 菅野 純代 ｽｶﾞﾉ ｽﾐﾖ 東部 イシカワヒロユキダンススタジオ ● ●

03000648 石川 典哉 ｲｼｶﾜ ﾌﾐﾔ 石川 奈津子 ｲｼｶﾜ ﾅﾂｺ 東部 ダンススクール ステップジョイ ● ●

03000650 伊藤 毅 ｲﾄｳ ﾀｹｼ 伊藤 ハルミ ｲﾄｳ ﾊﾙﾐ 東部 T-Dance Square／ダンススペースオオヤ ● ●

03000569 岩田 亮二 ｲﾜﾀ ﾘｮｳｼﾞ 加﨑 万智 ｶｻﾞｷ ﾏﾁ 東部 ツチヤダンスガーデン ●

03000392 遠藤 健一郎 ｴﾝﾄﾞｳ ｹﾝｲﾁﾛｳ 伊藤 なお ｲﾄｳ ﾅｵ 東部 M・トモミ スポーツダンスクラブ ●

03000575 大内 孝則 ｵｵｳﾁ ﾀｶﾉﾘ 松岡 礼 ﾏﾂｵｶ ｱﾔ 東部 松竹ダンスプラザ ●

03000514 小野 大輔 ｵﾉ ﾀﾞｲｽｹ 中村 佳菜 ﾅｶﾑﾗ ｶﾅ 東部 TDSサード・ダンススクール ●

03000653 恩田 時央 ｵﾝﾀﾞ ﾄｷｵ 伊東 夕奈 ｲﾄｳ ﾕｳﾅ 東部 TDSサード・ダンススクール ● ●

03000592 勝俣 広 ｶﾂﾏﾀ ﾋﾛｼ 札 京子 ﾌﾀﾞ ｷｮｳｺ 東部 札 京子ダンススクール ● ● ● ●

03000607 加藤 義人 ｶﾄｳ ﾖｼﾋﾄ 小林 維斗 ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾄ 東部 dance plece FELICE ● ●

03000455 川口 剛 ｶﾜｸﾞﾁ ﾂﾖｼ 小林 春香 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ 東部 ●

03000161 菊池 和春 ｷｸﾁ ｶｽﾞﾊﾙ 酒井 恵美 ｻｶｲ ｴﾐ 東部 フジイダンススクール／ダンスジャルダン大森山王ステューディオ ●

03000624 杵渕 浩 ｷﾈﾌﾞﾁ ﾋﾛｼ 田中 恵梨香 ﾀﾅｶ ｴﾘｶ 東部 ダンス学園ウィーン ●

03000585 木村 勇 ｷﾑﾗ ﾕｳｷ 伊藤 瑞穂 ｲﾄｳ ﾐｽﾞﾎ 東部 ケヅカテツオダンスアカデミー ●

03000484 毛塚 陽康 ｹﾂﾞｶ ﾖｳｺｳ 毛塚 美穂 ｹﾂﾞｶ ﾐﾎ 東部 門前仲町毛塚ダンスアートアカデミー ●

07400001 小村 健太郎 ｺﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 山田 美紅 ﾔﾏﾀﾞ ﾐｸ トミナガダンスファクトリー ●

03000586 芝崎 剣一 ｼﾊﾞｻﾞｷ ｹﾝｲﾁ 石黒 織恵 ｲｼｸﾞﾛ ｵﾘｴ 東部 Dance PATIO T＆T ● ●

03000357 Shao Shuai ｼｮｳ ｽｲ 田中 彩恵 ﾀﾅｶ ｻｴ 東部 Dance PATIO T&T／ヨコミチダンスプラザ ●

03000612 白井 鷹征 ｼﾗｲ ﾀｶﾏｻ 水田 百香 ﾐｽﾞﾀ ﾓﾓｶ 東部 ●

03000394 杉村 浩也 ｽｷﾞﾑﾗ ﾋﾛﾔ 山梨 智美 ﾔﾏﾅｼ ﾄﾓﾐ 東部 ●

03000553 杉山 勇 ｽｷﾞﾔﾏ ｲｻﾑ 杉山 美樹 ｽｷﾞﾔﾏ ﾐｷ 東部 ダンスアート杉山 ●

03000605 鈴木 康友 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾄﾓ 鈴木 海美 ｽｽﾞｷ ｳﾐ 東部 高円寺 毛塚ダンス教室 ● ●

03000495 髙田 信行 ﾀｶﾀﾞﾉﾌﾞﾕｷ 南 敏子 ﾐﾅﾐ ﾄｼｺ 東部 タカダダンススクール ● ●

03000661 高橋 元彦 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙﾋｺ 五明 幸子 ｺﾞﾒｲ ｻﾁｺ 東部 ダンススペースオオヤ ● ●

03000344 武田 葵 ﾀｹﾀﾞ ｱｵｲ 坪井 みみ ﾂﾎﾞｲ ﾐﾐ 東部 TDSサード・ダンススクール／mimi dance ● ●
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03000614 田中 航介 ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ 成澤 夏帆 ﾅﾘｻﾜ ｶﾎ 東部 大塚出ダンススクール ● ●

03000450 朝増 拓哉 ﾁｮｳｿｳ ﾀｸﾔ 中川 千秋 ﾅｶｶﾞﾜ ﾁｱｷ 東部 スズキイチロー・ダンスアカデミー ●

03000654 手塚 順一 ﾃﾂﾞｶ ｼﾞｭﾝｲﾁ 内田 晶子 ｳﾁﾀﾞ ｱｷｺ 東部 ケヅカテツオダンスアカデミー ● ● ● ●

03000360 当麻 眞示 ﾄｳﾏ ｼﾝｼﾞ 木村 佳代子 ｷﾑﾗ ｶﾖｺ 東部 横浜ダンス学院 ●

03000540 長島 玄起 ﾅｶﾞｼﾏ ｹﾞﾝｷ 鈴木 英香 ｽｽﾞｷ ｴｲｶ 東部 タカマツダンススクール ●

03000656 平野 将貴 ﾋﾗﾉ ﾏｻｷ 久間木 夏奈 ｸﾏｷ ｶﾅ 東部 ヒラノ・ダンス・スタジオ ● ●

03000334 藤井 洋介 ﾌｼﾞｲ ﾖｳｽｹ 日向 玲奈 ﾋﾅﾀ ﾚｲﾅ 東部 Arthur Murray South Tokyo ● ●

03000631 藤本 英一 ﾌｼﾞﾓﾄ ｴｲｲﾁ 近藤 日奈子 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾅｺ 東部 フジモトソシアルダンススタジオ ● ●

03000657 Flavio Nunes ﾌﾗﾋﾞｵ ﾇｰﾈｽ 安齋 美紀 ｱﾝｻﾞｲ ﾐｷ 東部 studio M ikebukuro tokyo ● ●

03000647 保坂 直伸 ﾎｻｶ ﾅｵﾉﾌﾞ 保坂 佳奈 ﾎｻｶ ｶﾅ 東部 SOCIAL DANCING CLUB TEAM ●

03000606 本多 覚 ﾎﾝﾀﾞ ｻﾄﾙ 本多 美季 ﾎﾝﾀﾞ ﾐｷ 東部 本多ダンススタジオ／DANCE PATIO T&T ● ●

03000660 毬山 貴人 ﾏﾘﾔﾏ ﾀｶﾄ 長島 真美 ﾅｶﾞｼﾏ ﾏﾐ 東部 ヒコサカダンススタジオ ●

03000407 三上 芳弘 ﾐｶﾐ ﾖｼﾋﾛ 小山 百合子 ｺﾔﾏ ﾕﾘｺ 東部 ダンススクールエメラルド ● ●

01000002 宮下 亮介 ﾐﾔｼﾀ ﾘｮｳｽｹ 檜山 優衣 ヒヤマユイ 北海道 Miyas Dance Graphic ● ●

03000622 宮藤 広 ﾐﾔﾌｼﾞ ﾋﾛｼ 宮藤 裕子 ﾐﾔﾌｼﾞ ﾕｳｺ 東部 モトヤワタダンスラウンジ ●

03000267 安井 建 ﾔｽｲ ｹﾝ 中川 洋子 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｳｺ 東部 ダンススタジオ ブルーム ● ●
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