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足立 裕一 ｱﾀﾞﾁ ﾕｳｲﾁ 櫻井 優子 ｻｸﾗｲ ﾕｳｺ 中村俊彦ダンスアカデミー ●

阿野 翔太 ｱﾉ ｼｮｳﾀ 河内 春香 ｶﾜﾁ ﾊﾙｶ J Dancers Labo ●

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 ●

池澤 大輔 ｲｹｻﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 池澤 千洋 ｲｹｻﾞﾜ ﾁﾋﾛ CO CO エレガンスダンス総合学院 ●

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 ●

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 ●

石井 誠治 ｲｼｲ ｾｲｼﾞ 石井 あさみ ｲｼｲ ｱｻﾐ インフィニットボールルームダンススタジオ ● ●

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 ●

泉 勇麻 ｲｽﾞﾐ ﾕｳﾏ 松島 由季 ﾏﾂｼﾏ ﾕｷ フジワラダンスアカデミー/篠田忠ダンスカレッジ ●

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 ● ●

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 ● ●

内山 良太 ｳﾁﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 内山 真由美 ｳﾁﾔﾏ ﾏﾕﾐ ダンス教室エイト ● ●

梅田 健次郎 ｳﾒﾀﾞ ｹﾝｼﾞﾛｳ 杉田 理紗 ｽｷﾞﾀ ﾘｻ 二ッ森司ダンススクール ●

浦口 和仁 ｳﾗｸﾞﾁ ｶｽﾞﾄ 城下 桜子 ｼﾛｼﾀ ｻｸﾗｺ インフィニットボールルームダンススタジオ ● ●

遠藤 健一郎 ｴﾝﾄﾞｳ ｹﾝｲﾁﾛｳ 青木 洋子 ｱｵｷ ﾖｳｺ M・トモミスポーツダンスクラブ ●

太田 雅士 ｵｵﾀ ﾏｻｼ 川澄 清香 ｶﾜｽﾐ ｻﾔｶ ニシダダンススタジオ ●

大西 亘 ｵｵﾆｼ ﾜﾀﾙ 大西 ちかる ｵｵﾆｼﾞ ﾁｶﾙ 佐藤・小野・三宅ダンススクール ●

岡田 巧 ｵｶﾀﾞ ﾀｸﾐ 境井 里枝 ｻｶｲ ﾘｴ オスカーダンスアカデミー ● ●

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ガワ ●

小國 貴信 ｵｸﾞﾆ ﾀｶﾉﾌﾞ 和田 奈那美 ﾜﾀﾞ ﾅﾅﾐ チャオダンススタジオ ●

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 ● ●

景山 雄紀 ｶｹﾞﾔﾏ ﾕｳｷ 和田 有可 ﾜﾀﾞﾕｶ カワハラダンススタジオ／ダンスパーク東京 ●

柏原 竜人 ｶｼﾊﾗ ﾘｭｳﾄ 中澤 月野 ﾅｶｻﾞﾜ ﾂｷﾉ TDSサード・ダンススクール ●

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 裕哉 ｶﾄｳ ﾕｳﾔ 小川 舞子 ｵｶﾞﾜ ﾏｲｺ ヒロウエムラダンススタジオ ● ●

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 ●

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

川木 剛 ｶﾜｷ ﾂﾖｼ 正木 千恵 ﾏｻｷ ｶｽﾞｴ ダンススタジオサンチェス／奥山ダンススクール ● ●

川口 剛 ｶﾜｸﾞﾁ ﾂﾖｼ 小林 春香 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ ● ●

川島 知也 ｶﾜｼﾏ ﾄﾓﾔ 竹之内 舞美 ﾀｹﾉｳﾁ ﾏｲﾐ 岩橋ダンス☆スクール ●

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本厚木校／ダンスジャルダン大森山王ステューディオ ● ●

岸田 竜吾 ｷｼﾀﾞ ﾘｭｳｺﾞ 伊藤 沙弥香 ｲﾄｳ ｻﾔｶ TDSサード・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 みずほ ｲﾄｳ ﾐｽﾞﾎ ケヅカテツオダンスアカデミー ● ●

金原 亮司 ｷﾝﾊﾟﾗ ﾘｮｳｼﾞ 永原 由貴 ﾅｶﾞﾊﾗ ﾕｷ 小西雅司ダンススタジオ ●

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 ●

小齋 健太 ｺｻｲ ｹﾝﾀ 大月 舞華 ｵｵﾂｷ ﾏｲｶ 上野ダンススクール ●

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 ●

小林 恒路 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾞ 赤沼 美帆 ｱｶﾇﾏ ﾐﾎ 奥山ダンススクール ●

小松 拓哉 ｺﾏﾂ ﾀｸﾔ 小松 七菜 ｺﾏﾂ ﾅﾅ コバヤシ・ダンススクール ●

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 ●

ボールルーム ラテンギャラクシーマスターズダンス選手権大会 プロ出場予定選手
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近藤 勇一 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｲﾁ 小林 恵理 ｺﾊﾞﾔｼ ｴﾘ 上野ダンススクール ●

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 ●

阪口 昌也 ｻｶｸﾞﾁ ﾏｻﾔ 阪口 晃子 ｻｶｸﾞﾁ 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 ●

櫻井 美規雄 ｻｸﾗｲ ﾐｷｵ 久門 瑞季 ｸﾓﾝ ﾐｽﾞｷ 矢吹淳次ダンススタジオ ● ●

笹生 法章 ｻｻｵ ﾉﾘｱｷ 笹生 晶子 ｻｻｵ ｼｮｳｺ 笹生ダンススタジオ ● ●

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 光彦 ｻﾄｳ ﾐﾂﾋｺ 久保木 麻衣 ｸﾎﾞｷ ﾏｲ SATOトータルダンススクール ● ●

澤 直樹 ｻﾜ ﾅｵｷ 松下 奈央 ﾏﾂｼﾀ ﾅｵ ● ●

柴山 和樹 ｼﾊﾞﾔﾏ ｶｽﾞｷ 平岩 英里 ﾋﾗｲﾜ ｴﾘ 中川雄太ダンスアカデミー／小宮ダンススタジオ ●

城山 永輝 ｼﾛﾔﾏ ｴｲｷ 松下 璃香子 ﾏﾂｼﾀ ﾘｶｺ 森川ダンススタジオ ● ●

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 ● ●

髙田 信行 ﾀｶﾀﾞﾉﾌﾞﾕｷ 荻野 俊子 ｵｷﾞﾉ ﾄｼｺ タカダダンススクール ●

高槻 華那太 ﾀｶﾂｷ ｶﾅﾀ 高橋 理子 ﾀｶﾊｼ ﾘｺ 早川午朗ダンススクール ●

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 ● ●

田口 裕登 ﾀｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ 榎田 真麻 ｴﾉｷﾀﾞ ﾏｱｻ ダンス教室エイト ● ●

武内 要 ﾀｹｳﾁ ｶﾅﾒ 吳 采禛 ｳｰ ﾂｧｲﾁｪﾝ シンカワダンススタジオ ● ●

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 ●

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 直樹 ﾀﾅｶ ﾅｵｷ 石川 真理子 ｲｼｶﾜ ﾏﾘｺ ●

田中 孝康 ﾀﾅｶ ﾉﾘﾔｽ 加藤 美智子 ｶﾄｳ ﾐﾁｺ チョイスダンススタジオ ●

玉井 征爾 ﾀﾏｲ ｾｲｼﾞ 岩澤 桃子 ｲﾜｻﾜ ﾓﾓｺ 奥山ダンススクール ●

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 ●

丁野 真一 ﾁｮｳﾉ ｼﾝｲﾁ 井上 望 ｲﾉｳｴ ﾉｿﾞﾐ シライシダンススタジオ ●

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 ● ●

手塚 順一 ﾃﾂﾞｶ ｼﾞｭﾝｲﾁ 佐々木 実穂 ｻｻｷ ﾐﾎ 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 ● ●

徳田 博憲 ﾄｸﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ 徳田 円香 ﾄｸﾀﾞ ﾏﾄﾞｶ ソシアルダンススタジオSナガヤ ● ●

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 ● ●

中川 真仁 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾄ まりね ﾏﾘﾈ Dance Stage KREIS ●

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 ●

中田 裕也 ﾅｶﾀ ﾕｳﾔ 佐々木 真那 ｻｻｷ ﾏﾅ O&Nダンスカンパニー ●

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 ●

楢林 明博 ﾅﾗﾊﾞﾔｼ ｱｷﾋﾛ 糸山 由里子 ｲﾄﾔﾏ ﾕﾘｺ コレットダンススタジオ ● ●

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 ●

西本 圭佑 ﾆｼﾓﾄ ｹｲｽｹ 牧野 七星 ﾏｷﾉ ﾅﾅｾ 河内正人ダンススタジオ ●

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タジオ ● ●

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 ● ●

波田 悠介 ﾊﾀ ﾕｳｽｹ 栗田 優香 ｸﾘﾀ ﾕｳｶ 深川ダンススクール／SATOトータルダンススクール ●

原 辰瑠 ﾊﾗ ﾀﾂﾙ 岩崎 麻央 ｲﾜｻｷ ﾏｵ タハラダンススタジオ ●

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 ●

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 ●

平岡 雅司 ﾋﾗｵｶ ﾏｻｼ 藤本 亜弥 ﾌｼﾞﾓﾄ ｱﾔ 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 ヒラノ・ダンス・スタジオ ●

藤井 俊幸 ﾌｼﾞｲ　ﾄｼﾕｷ 谷本 恵理 ﾀﾆﾓﾄ ｴﾘ Sダンスアカデミー ● ●

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 ●

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 ● ●

前田 晃弘 ﾏｴﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 樫原 千香子 ｶｼﾊﾗ ﾁｶｺ 名谷ダンススタジオ ●

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 ● ●

松尾 城偉 ﾏﾂｵ ｼﾞｮｳｲ 加藤 萌美 ｶﾄｳ ﾓｴﾐ 江東ソシアルダンススクール ●



リーダー氏名 フリガナ パートナー氏名 Pフリガナ 所属 ギャラクシーB シニアB
　　JCF

クローズ
ギャラクシーL シニアL

　　JCF

クローズ

松下 吉志 ﾏﾂｼﾀ ﾖｼﾕｷ 藤堂 紀里 ﾄｳﾄﾞｳ ﾉﾘ アマノダンスアカデミー ●

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 ●

松本 悠 ﾏﾂﾓﾄ ﾋｻｼ 松本 恵 ﾏﾂﾓﾄ ﾒｸﾞﾐ ダンス教室エイト ● ●

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 哲史 ﾐｶﾐ ｻﾄｼ Jasmiya ｼﾞｬｽﾐﾔ Dance zone VIVACE
●

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 ● ●

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 ● ●

宮内 隼輔 ﾐﾔｳﾁ ｼｭﾝｽｹ 尾崎 沙織 ｵｻﾞｷ ｻｵﾘ 岩倉ダンススクール／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 ●

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

森安 略夫 ﾓﾘﾔｽ ﾉﾘｵ 竹澤　陽子 ﾀｹｻﾞﾜﾖｳｺ AS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 ● ●

安田 充希 ﾔｽﾀ ﾐﾂｷ 日髙 空 ﾋﾀﾞｶ ｱｵｲ STUDIO NATURAL BEAT 5328 ●

八束 権造 ﾔﾂﾂﾞｶ ｹﾝｿﾞｳ 村田 ゆか ﾑﾗﾀ ﾕｶ スタジオダンスウェーブ／小林清ダンススクール・サンライズスタジオ ● ●

山口 功二 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ 藤山 由香利 ﾌｼﾞﾔﾏ 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 ●

山崎 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 ●

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

吉田 隆三 ﾖｼﾀﾞ ﾘｭｳｿﾞｳ 川上 陽子 ｶﾜｶﾐ ﾖｳｺ &you Dance mart ● ●

若代 愼 ﾜｶｼﾛ ｼﾝ 辰巳 友莉亜 ﾀﾂﾐ ﾕﾘｱ ダンスパーク東京／DANCE navigation MEGURO ●

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 ● ●


