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03000673 青田 昂 ｱｵﾀ ﾀｶｼ 青田 果林 ｱｵﾀ ｶﾘﾝ 東部 ダンススタジオアオタ ● ● 2

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 ● ● 2

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 ● 1

03000413 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 ● 1

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 ● 1

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 ● 1

03000634 歩浜 敏夫 ｶﾁﾊﾏ ﾄｼｵ 松浦 のぞみ ﾏﾂｳﾗ ﾉｿﾞﾐ 東部 ケヅカテツオダンスアカデミー ● ● 2

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 ● ● ● 3

03000672 加藤 裕哉 ｶﾄｳ ﾕｳﾔ 小川 舞子 ｵｶﾞﾜ ﾏｲｺ 東部 ヒロウエムラダンススタジオ ● ● ● 3

03000219 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 ● ● 2

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 ● 1

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本厚木校／ダンスジャルダン大森山王ステューディオ ● 1

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 ● 1

03000165 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 ● 1

03000585 木村 勇 ｷﾑﾗ ﾕｳｷ 伊藤 みずほ ｲﾄｳ ﾐｽﾞﾎ 東部 ケヅカテツオダンスアカデミー ● 1

03000462 栗原 秀雄 ｸﾘﾊﾗ ﾋﾃﾞｵ 大山 聡子 ｵｵﾔﾏ ｻﾄｺ 東部 栗原ダンス倶楽部 ● 1

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 ● 1

03000599 佐久間 重行 ｻｸﾏ ｼｹﾞﾕｷ 渋谷 春美 ｼﾌﾞﾔ ﾊﾙﾐ 東部 市原ダンススクール／海老原ダンススクール ● ● 2

03000666 櫻井 美規雄 ｻｸﾗｲ ﾐｷｵ 久門 瑞季 ｸﾓﾝ ﾐｽﾞｷ 東部 矢吹淳次ダンススタジオ ● 1

03000668 澤 直樹 ｻﾜ ﾅｵｷ 松下 奈央 ﾏﾂｼﾀ ﾅｵ 東部 ● 1

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 ● 1

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 ● 1

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 毛塚ダンス教室 ● ● 2

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 ● 1

04000011 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 西部 CoCoエレガンスダンス総合学院 ● ● 2

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 Gen Dance Company ● 1

ボールルーム ラテンアメリカン後期東部日本ダンス選手権大会出場予定選手
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03000625 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 東部 ニイザトダンスアカデミー ● 1

04000009 西本 圭佑 ﾆｼﾓﾄ ｹｲｽｹ 牧野 七星 ﾏｷﾉ ﾅﾅｾ 西部 河内正人ダンススタジオ ● 1

03000663 蜷川 勝俊 ﾆﾅｶﾞﾜ ｶﾂﾄｼ 新妻 由紀 ﾆｲﾂﾏ ﾕｷ 東部
踊場Studioスカイ/サンピエロ二俣川ダンススタジ

オ
● ● 2

03000662 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 橋本ダンススタジオ ● ● 2

03000645 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 ● ● 2

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 ● ● ● ● 4

03000659 藤井 崇裕 ﾌｼﾞｲ ﾀｶﾋﾛ 堀田 まどか ﾎｯﾀ ﾏﾄﾞｶ 東部 TOMOダンススタジオ神奈川 ● ● ● 3

03000667 藤井 俊幸 ﾌｼﾞｲ ﾄｼﾕｷ 谷本 恵理 ﾀﾆﾓﾄ ｴﾘ 東部 Sダンスアカデミー ● ● ● 3

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 ● ● 2

03000670 別所 ノブ ﾍﾞｯｼｮ ﾉﾌﾞ
Rivera
B.Mako

ﾘﾍﾞﾗ ﾋﾞｰ ﾏｺ 東部 ダンススクール蘭 ● 1

03000098 松下 吉志 ﾏﾂｼﾀ ﾖｼﾕｷ 藤堂 紀里 ﾄｳﾄﾞｳ ﾉﾘ 東部 アマノダンスアカデミー ● 1

03000563 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 ● 1

03000554 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 ● ● 2

03000669 山口 諦寛 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾂﾋﾛ 星野 茂美 ﾎｼﾉ ｼｹﾞﾐ 東部 /日新ダンススクール ● 1

03000635 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 ● ● 2

05000005 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 中部 &you Dance mart ● ● 2

03000278 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 ● 1


