
リーダー氏名 フリガナ パートナー氏名 フリガナ 総局 所属 東部日本 シニア B級 C級 D級 東部日本 シニア B級 C級 D級

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 ●

池田 彰宏 ｲｹﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 小島 律子 ｺｼﾞﾏ ﾘﾂｺ 東部 池田ダンススタジオ ●

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

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 ● ●

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 東部 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 東部 T-Dance Square ● ●

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 ●

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 ●

尾山 光良 ｵﾔﾏ ﾐﾂﾖｼ 尾山 ふじ江 ｵﾔﾏ ﾌｼﾞｴ 東部 ソシアルダンススクール　ソレーユ ●

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 ● ●

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 ● ● ● ●

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

河合 雄大 ｶﾜｲ ﾕｳﾀ 磯江 麻衣 ｲｿｴ ﾏｲ 東部 フジワラダンスアカデミー ●

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 ●

木下 聡明 ｷﾉｼﾀ ﾄｼｱｷ 山内 砂穂 ﾔﾏｳﾁ ｻﾎ 東部 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 東部 ケヅカテツオダンスアカデミー ●

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

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 ●

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 ● ●

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 ● ● ● ●

髙橋 元彦 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙﾋｺ 五明 幸子 ｺﾞﾒｲ ｻﾁｺ 東部 タカハシハルヒコダンスワールド ● ●

高橋 正明 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｱｷ 高橋 ルミ ﾀｶﾊｼ ﾙﾐ 東部 タカハシマサアキダンススクール ● ●

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

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 ●

津々路 大介 ﾂﾂﾞﾛ ﾀﾞｲｽｹ 大八木 沙里 ｵｵﾔｷﾞ ｻｵﾘ 西部 Co.,Coエレガンスダンス総合学院 ● ●
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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 ● ●

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 ● ●

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 ●

橋本 聡太 ﾊｼﾓﾄ ｿｳﾀ 大山 真莉乃 ｵｵﾔﾏ ﾏﾘﾉ 東部 ● ●

平岡 雅司 ﾋﾗｵｶ ﾏｻｼ 藤本 亜弥 ﾌｼﾞﾓﾄ ｱﾔ 東部 平岡ダンススクール ● ●

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 ● ●

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 ● ●

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 ●

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 ●

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

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

松下 吉志 ﾏﾂｼﾀ ﾖｼﾕｷ 長谷川恵子 ﾊｾｶﾞﾜ ｹｲｺ 東部 アマノダンスアカデミー ● ●

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

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

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 東部 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 東部 ダンススタジオ ブルーム ● ●

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 東部 スタジオWITH寺井ダンスカンパニー ● ●

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

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