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安部 邦臣 ｱﾍﾞ ｸﾆｵﾐ 安部 弥美 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾐ ダンススタジオファミリー ●

新井 優斗 ｱﾗｲ ﾕｳﾄ 森 由希 ﾓﾘ ﾕｷ 安東ダンススクール／カワハラ・ダンススタジオ ●

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

池本 規恒 ｲｹﾓﾄ ﾉﾘﾁｶ 樫本 真実 ｶｼﾓﾄ ﾏﾐ イケモトダンスワールド ●

井﨑 健太 ｲｻﾞｷ ｹﾝﾀ 井﨑 沙織 ｲｻﾞｷ ｻｵﾘ 西岡ダンススクール ●

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

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

石田 剛 ｲｼﾀﾞ ﾂﾖｼ 石田 貴子 ｲｼﾀﾞ ﾀｶｺ 白幡ダンススクール ●

石原 正敏 ｲｼﾊﾗ ﾏｻﾄｼ 横山 晴己 ﾖｺﾔﾏ ﾊﾙﾐ スターロードダンスセンター ●

泉 勇麻 ｲｽﾞﾐ ﾕｳﾏ 中舘 美佐子 ﾅｶﾀﾞﾃ ﾐｻｺ フジワラダンスアカデミー ●

一条 まこと ｲﾁｼﾞｮｳ ﾏｺﾄ 一条 みわこ ｲﾁｼﾞｮｳ ﾐﾜｺ 一条ダンススタジオ ● ●

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

伊藤 光 ｲﾄｳ ﾋｶﾙ 中川 サリ ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾘ 江東ソシアルダンススクール ●

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

打越 美智夫 ｳﾁｺｼ ﾐﾁｵ 打越 珠恵 ｳﾁｺｼ ﾀﾏｴ ウチコシミチオダンススタジオD2 ● ●

梅田 健ニ郎 ｳﾒﾀﾞ ｹﾝｼﾞﾛｳ 杉田 理沙 ｽｷﾞ ﾀ ﾘｻ 二ッ森司ダンススクール ●

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 M・トモミ スポーツダンスクラブ ●

大坂 宜史 ｵｵｻｶ ﾀｶﾌﾐ 佐々木 由季子 ｻｻｷ ﾕｷｺ TOYS DANCE PLACE ●

大竹 道雄 ｵｵﾀｹ ﾐﾁｵ 高田 美穂子 ﾀｶﾀﾞ ﾐﾎｺ オオタケダンススクール ● ●

岡 政宏 ｵｶ ﾏｻﾋﾛ 佐々木 海帆 ｻｻｷ ﾐﾎ ファミリアダンススポーツクラブ ●

小川 芳信 ｵｶﾞﾜ ﾖｼﾉﾌﾞ 小川 沙織 ｵｶﾞﾜ ｻｵﾘ ソシアルダンスカンパニーｵｶﾞﾜ ●

小野 晃歳 ｵﾉ ｱｷﾄｼ 小野 麻耶 ｵﾉ ﾏﾔ 奥敬一郎ダンススタジオ／ASダンススタジオ ●

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

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

加賀 雄太 ｶｶﾞ ﾕｳﾀ 加賀 康子 ｶｶﾞ ﾔｽｺ カガダンサーズサポート ●

片山 雄暉 ｶﾀﾔﾏ ﾕｳｷ 片山 法子 ｶﾀﾔﾏ ﾉﾘｺ 片山ダンススクール ●

歩浜 敏夫 ｶﾁﾊﾏ ﾄｼｵ 松浦 のぞみ ﾏﾂｳﾗ ﾉｿﾞﾐ ケヅカテツオダンスアカデミー ● ●

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

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

金久保 幸夫 ｶﾅｸﾎﾞ ﾕｷｵ 勝山 エミ ｶﾂﾔﾏ ｴﾐ ／ダンススクール・エメラルド ● ●

川口 剛 ｶﾜｸﾞﾁ ﾂﾖｼ 小林 春香 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ ● ●

川原田 亮 ｶﾜﾊﾗﾀﾞ ﾘｮｳ 杉下 苑未 ｽｷﾞｼﾀ ｿﾉﾐ 安東ダンススクール ●

菊池 和春 ｷｸﾁ ｶｽﾞﾊﾙ 酒井 恵美 ｻｶｲ ｴﾐ 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 ●

北之坊 太郎 ｷﾀﾉﾎﾞｳ ﾀﾛｳ 藤原 佳穂里 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾎﾘ 檜山ダンススクール ●

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

木下 聡明 ｷﾉｼﾀ ﾄｼｱｷ 山内 砂穂 ﾔﾏｳﾁ ｻﾎ 木下ダンスワールド ● ●

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

楠木 義久 ｸｽﾉｷ ﾖｼﾋｻ 片野 翠 ｶﾀﾉ ｱｷﾗ 得地ソシアルダンススクール／タマオキトモヒロダンススクール ●

栗原 秀雄 ｸﾘﾊﾗ ﾋﾃﾞｵ 大山 聡子 ｵｵﾔﾏ ｻﾄｺ 栗原ダンス倶楽部 ●

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

越川 真人 ｺｼｶﾜ ﾏｻﾄ 越川 民子 ｺｼｶﾜ ﾀﾐｺ コシカワダンススクール ●

後藤 啓太 ｺﾞﾄｳ ｹｲﾀ 後藤 深雪 ｺﾞﾄｳ ﾐﾕｷ ハチヤダンスアカデミー ●

小松 拓哉 ｺﾏﾂ ﾀｸﾔ 小松 七菜 ｺﾏﾂ ﾅﾅ たにどうダンスワールド ●

近藤 誉仁 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾄ 及川 珠里 ｵｲｶﾜ ｼﾞｭﾘ コンドウタカヒト・ダンススタジオ ●

金野 哲也 ｺﾝﾉ ﾃﾂﾔ 井之口 香織 ｲﾉｸﾞﾁ ｶｵﾘ ソシアルダンススタジオ ナリタケ ●

ギャラクシーマスターズ プロファッショナル 出場選手名簿 ボールルーム ラテン
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阪口 昌也 ｻｶｸﾞﾁ ﾏｻﾔ 山田 晃子 ﾔﾏﾀﾞ ｱｷｺ NYC DanceSport Japan ● ●

佐倉 奈雄斗 ｻｸﾗ ﾅｵﾄ 松原 優 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｳ 堀口ダンスワールド／二ツ森亨ダンスアカデミー ●

櫻井 朝之 ｻｸﾗｲ ﾄﾓﾕｷ 櫻井 サオリ ｻｸﾗｲ ｻｵﾘ 櫻井朝之ダンスカンパニー ●

佐藤 純平 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 亀山 聡美 ｶﾒﾔﾏ ｻﾄﾐ 篠田忠ダンスカレッジ／檜山ダンススクール ●

佐藤 陽大 ｻﾄｳ ﾖｳﾀ 山口 玲央奈 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾚｵﾅ ダンスDOJOイワミツ／スドウダンスクリエイション ●

猿田 雄二 ｻﾙﾀ ﾕｳｼﾞ 久保田 幸 ｸﾎﾞﾀ ミﾕｷ クワバラダンススクール ●

塩野 訓之 ｼｵﾉ ﾉﾘﾕｷ 吉川 亜衣梨 ﾖｼｶﾜ ｱｲﾘ N'sソシアルダンスクラブ ●

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

白井 鷹征 ｼﾗｲ ﾀｶﾏｻ 水田 百香 ﾐｽﾞﾀ ﾓﾓｶ ／FESSIダンススクール ● ●

杉村 浩也 ｽｷﾞﾑﾗ ﾋﾛﾔ 山梨 智美 ﾔﾏﾅｼ ﾄﾓﾐ ●

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

鈴木 勇人 ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾄ 髙辻 なつみ ﾀｶﾂｼﾞ ﾅﾂﾐ 二ﾂ森亨ダンスアカデミー ●

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

鈴木 佑哉 ｽｽﾞｷ ﾕｳｷ 原田 彩華 ﾊﾗﾀﾞ ｱﾔｶ 栗山ダンススタジオ ●

須藤 達矢 ｽﾄﾞｳ ﾀﾂﾔ 庄司 まゆ ｼｮｳｼﾞ ﾏﾕ 増田ダンスアカデミー／DANCE navigation MEGURO ●

瀬内 英幸 ｾｳﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ 斎木 智子 ｻｲｷ ﾄﾓｺ スタジオwithテライダンス ●

関 勇人 ｾｷ ﾊﾔﾄ 長谷川 真希 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｷ オダケイジダンスアカデミー ●

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

武田 葵 ﾀｹﾀﾞ ｱｵｲ 坪井 みみ ﾂﾎﾞｲ ﾐﾐ TDSサード・ダンススクール／mimi dance ●

田中 航介 ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ 成澤 夏帆 ﾅﾘｻﾜ ｶﾎ 大塚出ダンススクール ● ●

田中 慎一朗 ﾀﾅｶ ｼﾝｲﾁﾛｳ 田中 あや ﾀﾅｶ ｱﾔ 得地ソシアルダンススクール／ダンススタジオコネクト橘 ●

田中 直樹 ﾀﾅｶ ﾅｵｷ 石川 真理子 ｲｼｶﾜ ﾏﾘｺ ●

田村 晃男 ﾀﾑﾗ ｱｷｵ 若尾 律 ﾜｶｵ ﾘﾂ 高田馬場ナカザワダンススタジオ／勝沼ぶどう郷 若尾果樹園ダンス ●

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

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 ケヅカテツオダンスアカデミー ● ●

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

徳永 勝広 ﾄｸﾅｶﾞ ｶﾂﾋﾛ 徳永 智美 ﾄｸﾅｶﾞ ｻﾄﾐ Dance Creation ● ● ●

友井田 将来 ﾄﾓｲﾀﾞ ﾏｻｷ 小野田 のぞみ ｵﾉﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ ／クワバラダンススクール ● ●

中川 真仁 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾄ まりね ﾏﾘﾈ 矢部行英ダンスカンパニー ●

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

中村 将太 ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾀ 中村 雪 ﾅｶﾑﾗ ﾕｷ S&Yナカムラダンススタジオ ●

成田 学 ﾅﾘﾀ ﾏﾅﾌﾞ 佐藤 愛子 ｻﾄｳ ｱｲｺ ジェイズダンスアカデミー／ジェイズダンスアカデミー駒込 ●

新里 真明 ﾆｲｻﾞﾄ ﾏｻｱｷ 新里 久美子 ﾆｲｻﾞﾄ ｸﾐｺ ニイザトダンスアカデミー ● ●

二宮 政弥 ﾆﾉﾐﾔ ﾏｻﾔ 寺西 祐希 ﾃﾗﾆｼ ﾕｳｷ EGAWADANCESQUARE ●

波田 悠介 ﾊﾀ ﾕｳｽｹ 栗田 優香 ｸﾘﾀ ﾕｳｶ ササヤダンススクール ●

浜崎 裕章 ﾊﾏｻｷ ﾋﾛﾌﾐ 奥田 優衣 ｵｸﾀﾞ ﾕｲ チョイスダンススタジオ／ウスイダンススクール ●

羽村 康弘 ﾊﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ 中原 千景 ﾅｶﾊﾗ ﾁｶｹﾞ 羽村ダンススクール ● ●

原田 浩史 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛﾌﾐ 滝田 智子 ﾀｷﾀ ﾄﾓｺ ジェイズダンスアカデミー ●

樋口 暢哉 ﾋｸﾞﾁ ﾉﾌﾞﾔ 柴田 早綾香 ｼﾊﾞﾀ ｻﾔｶ ミヤジマヒデユキダンススクール ●

日暮 健二 ﾋｸﾞﾗｼ ｹﾝｼﾞ 久保田 裕美 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛﾐ 二宮清ダンスアカデミー／ダンスドリーム久保田 ●

日野 雄樹 ﾋﾉ ﾕｳｷ 天野 友莉香 ｱﾏﾉ ﾕﾘｶ エムズ・ダンスアカデミー ●

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

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

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

保坂 直伸 ﾎｻｶ ﾅｵﾉﾌﾞ 保坂 佳奈 ﾎｻｶ ｶﾅ SOCIAL DANCING CLUB TEAM ●
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細川 淳也 ﾎｿｶﾜ ｼﾞｭﾝﾔ 木野 愛弓 ｷﾉ ｱﾕﾐ K'sダンススポーツ ●

細目 恭弘 ﾎｿﾒ ﾔｽﾋﾛ 武本 理絵 ﾀｹﾓﾄ ﾘｴ TDSサード・ダンススクール ●

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

正藤 隆史 ﾏｻﾄｳ ﾀｶｼ 正藤 智子 ﾏｻﾄｳ ﾄﾓｺ 正藤ダンススクール ● ●

松田 時和 ﾏﾂﾀﾞ ﾄｷｶｽﾞ 佐原 佑衣 ｻﾊﾗ ﾕｲ ダンススクール　ロイヤル ●

松村 光 ﾏﾂﾑﾗ ﾋｶﾙ 加納 杏那 ｶﾉｳ ｱﾝﾅ 沢上ムライダンス教室 ●

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

丸本 崇博 ﾏﾙﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 竹内 智世美 ﾀｹｳﾁ ﾁﾖﾐ トミタボールルームダンスアカデミー ● ●

三上 和久 ﾐｶﾐ ｶｽﾞﾋｻ 川又 千佳 ｶﾜﾏﾀ ﾁｶ TDSサード・ダンススクール ●

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

三木 真 ﾐｷ ﾏｺﾄ 鈴木 善子 ｽｽﾞｷ ﾖｼｺ クワバラダンススクール／家泉ダンススクール ●

水出 光 ﾐｽﾞｲﾃﾞ ﾋｶﾙ 雨宮 可奈 ｱﾒﾐﾔ ｶﾅ 矢部行英ダンスカンパニー ●

水口 直哉 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾅｵﾔ 水口 理佳子 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾘｶｺ ミズグチダンススクール ●

光田 晋 ﾐﾂﾀﾞ ｼﾝ 水元 美穂 ﾐｽﾞﾓﾄ ﾐﾎ イシバシケンタダンススタジオ ●

三室 雄司 ﾐﾑﾛ ﾕｳｼﾞ 武藤 慶子 ﾑﾄｳ ｹｲｺ 江東ソシアルダンススクール／ダンススタジオ夏見 ●

宮内 隼輔 ﾐﾔｳﾁ ｼｭﾝｽｹ 尾崎 沙織 ｵｻﾞｷ ｻｵﾘ ジェイズダンスアカデミー／得地ソシアルダンススクール ●

宮藤 広 ﾐﾔﾌｼﾞ ﾋﾛｼ 宮藤 裕子 ﾐﾔﾌｼﾞ ﾕｳｺ 本八幡ダンスラウンジ ● ●

室伏 宏明 ﾑﾛﾌｼ ﾋﾛｱｷ 青沼 彩 ｱｵﾇﾏ ｱﾔ エムズ・ダンスアカデミー ●

森 昌太 ﾓﾘ ｼｮｳﾀ 沖本 梨江 ｵｷﾓﾄ ﾘｴ studio Molly ●

森田 飛鷹 ﾓﾘﾀ ｱｽｶ 山本 美希 ﾔﾏﾓﾄ ﾐｷ 豪徳寺ダンススクール／奥敬一郎ダンススタジオ ●

八重樫 寛由 ﾔｴｶﾞｼ ﾋﾛﾕｷ 中村 恵理子 ﾅｶﾑﾗ ｴﾘｺ スタジオM&E ●

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

山口 功二 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ 藤山 由香利 ﾄｳﾔﾏ ﾕｶﾘ 奥敬一郎ダンススタジオ ● ●

山口 慎介 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝｽｹ 大津久 綾子 ｵｵﾂｸ ｱﾔｺ スタジオWITH寺井ダンスカンパニー ● ●

山﨑 博道 ﾔﾏｻｷ ﾋﾛﾐﾁ 輿石 美穂 ｺｼｲｼ ﾐﾎ S＆Co.DANCE STUDIO ●

山﨑 航 ﾔﾏｻﾞｷ ﾜﾀﾙ 遠山 理紗 ﾄｵﾔﾏ ﾘｻ スタジオIDC／白幡ダンススクール ●

山本 章絡 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾗ 池田 有妃 ｲｹﾀﾞ ﾕｷ 山本かおるダンス教室 ● ●

山本 千博 ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾋﾛ 大吉 優華 ｵｵﾖｼ ﾕｳｶ TDSサード・ダンススクール ●

横山 公法 ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛﾐﾁ 横山 芙美 ﾖｺﾔﾏ ﾌﾐ ケヅカテツオダンスアカデミー ● ●

吉田 妥聞 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾓﾝ 宮山 由美子 ﾐﾔﾔﾏ ﾕﾐｺ シマザキダンススクール ●

吉村 真治 ﾖｼﾑﾗ ｼﾝｼﾞ 吉村 美恵子 ﾖｼﾑﾗ ﾐｴｺ アマノダンスクラブ ● ●

若代 槇 ﾜｶｼﾛ ｼﾝ 辰巳 友莉亜 ﾀﾂﾐ ﾕﾘｱ エムズ・ダンスアカデミー ●

若松 祐樹 ﾜｶﾏﾂ ﾕｳｷ 藤澤 翠美花 ﾌｼﾞｻﾜ ｽﾐｶ ダンスDOJOイワミツ ●

渡辺 勝彦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾂﾋｺ 加島 久乃 ｶｼﾏ ﾋｻﾉ 渡辺勝彦ダンス教室 ● ●

ギャラクシーマスターズ プロファッショナル 出場選手名簿 ボールルーム ラテン


