
リーダー氏名 フリガナ パートナー氏名 フリガナ 所　属　教　室
神奈川

選手権
シニア Ｂ級

  Ｂ級

シニア
Ｃ級 Ｄ級 Ｎ級

関東

選手権
Ｂ級 Ｃ級 Ｄ級 Ｎ級

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 ●

池田 彰宏 ｲｹﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 小島 律子 ｺｼﾞﾏ ﾘﾂｺ 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 イケモトダンスワールド ● ● ●

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 ●

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 ● ● ●

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 ●

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 ●

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 place 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 ●

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
●

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

佐藤 雅 ｻﾄｳ ﾏｻｼ 小口 久美 ｺｸﾞﾁ ｸﾐ ● ●

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 ●

高橋 正明 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｱｷ 高橋 ルミ ﾀｶﾊｼ ﾙﾐ 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 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 ●

ボールルーム ラテンアメリカン神奈川県ダンス大会出場予定選手名簿



リーダー氏名 フリガナ パートナー氏名 ﾊﾟｰﾄﾅｰﾌﾘｶﾞﾅ 所　属　教　室
神奈川

選手権
シニア Ｂ級

  Ｂ級

シニア
Ｃ級 Ｄ級 Ｎ級

関東

選手権
Ｂ級 Ｃ級 Ｄ級 Ｎ級

津々路 大介 ﾂﾂﾞﾛ ﾀﾞｲｽｹ 大八木 沙里 ｵｵﾔｷﾞ ｻﾘ CoCoエレガンスダンス総合学院 ● ●

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 ● ●

長島 玄起 ﾅｶﾞｼﾏ ｹﾞﾝｷ 鈴木 英香 ｽｽﾞｷ ｴｲｶ Gen Dance Company ●

蜷川 勝俊 ﾆﾅｶﾞﾜ ｶﾂﾄｼ 新妻 由紀 ﾆｲﾂﾏ ﾕｷ 踊場Studioスカイ／サンピエロ二俣川ダンススクール ● ● ●

橋本 聡太 ﾊｼﾓﾄ ｿｳﾀ 大山 真莉乃 ｵｵﾔﾏ ﾏﾘﾉ 橋本ダンススタジオ ● ●

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 ●

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 ● ●

藤井 柳樹 ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳｼﾞ 丸山 雅子 ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻｺ 藤井ダンススクール ●

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 フジモトソシアルダンススタジオ ● ●

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

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 ●

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 ●

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 ●

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 ●

安室 昌明 ﾔｽﾑﾛ ﾏｻｱｷ 黒金 信子 ｸﾛｶﾞﾈ ﾉﾌﾞｺ ●

八束 権造 ﾔﾂﾂﾞｶ ｹﾝｿﾞｳ 村田 ゆか ﾑﾗﾀ ﾕｶ ダンススタジオウェーブ ● ● ● ● ● ● ● ●

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 ● ●

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 ●

ボールルーム ラテンアメリカン神奈川県ダンス大会出場予定選手名簿


