
プロ／ボールルーム／ジャパンオープン／(ＷＴＶＦＱ） 62組

背番号 選 手 名 ・ パ ー ト ナ ー 名 所属 所　　　属　　　教　　　室

1 岩本　憲幸 島田　万菜 中部

3 王野　振稔 王野　亜紀 九州

8 小西  雅司 小西  洋子 中部

10 花田　諭 花田みずほ 東部

11 内藤　達矢 手島　紫乃 東部

12 岩佐　晃次 若木　敬子 西部

13 岡　俊宏 平出　瑞紀 中部

14 上妻　秀典 大神ひとみ 九州

19 杉嶋　浩和 小柳　麻里 西部

※ 20 西尾　浩一 下田　藍 東部

23 亀川　隆史 富岡　真子 東部

24 髙田　聡 松村　順子 東部

28 宮地　翔也 宗　沙織 中部

29 武智　厚樹 古下　千鶴 西部

33 中嶋　康人 中嶋　藍香 九州

37 岸本　真臣 大津谷陽子 九州

40 荒木　康孝 金瀬　友子 東部

※ 41 松岡　憲昭 松岡　有紀 中部

46 太田　雅士 川澄　清香 中部

48 上村　和之 上村　迪子 東部

49 川島　知也 高野　恵 東部

50 柴山　和樹 柴山　朋代 中部

51 松江　廣永 松江真由美 東部

※ 52 大坪　浩二 佐藤　愛子 西部

53 吉田　宗鎮 本竜　佳織 西部

54 長谷川泰希 島地ユリ英 中部

55 日高　梓 相馬真知子 東部

56 鈴木　肖生 鈴木みゆき 西部

61 西田　欣主 西田　美穂 東部

63 高柳　克久 升本　真実 東部

69 新野　祥司 田中真理子 西部

71 清水　啓司 疋田　貴子 東部

72 倉地　宏治 倉地ともみ 九州

74 村澤　俊也 金武　由佳 中部

75 Yong ha Hwang So hyun Lim Korea

76 新美　一輝 木全　志穂 愛知

77 髙橋　団 姫見　麻未 東部

80 髙橋　知靖 髙橋ちさと 中部

81 柴田　真希 柴田　綾子 中部

85 寺島　貴信 寺島　裕希 中部

※ 86 森脇　健司 的場　未恭 東部

88 土持　祐介 土持　春奈 九州

89 髙島　晃治 髙島　敦子 中部

90 松本　達明 松本みき子 九州

92 金子　貴也 下山　愛子 西部

94 小日山哲也 小日山知美 東部

96 斉藤　達哉 八木恵里香 東部

97 九鬼　章悦 九鬼　亜弓 東部

105 西田　克義 佐藤　晴香 中部

106 池冨　勇輝 上野　景子 中部

Dance Arts Tokyo

ニシダダンススタジオ

カトウノブヒトダンスアカデミー

コスモスダンスアカデミー

ミクニダンススタジオ

マツモトダンスアカデミー

DANCE TEAM YOKO

コヒヤマダンススクール

武田ダンススクール

サトウダンススクール

シライシダンススタジオ

バンノダンススタジオ

ナゴヤダンスアカデミー

寺島ダンススクール

Dance Arts Tokyo

DANCE DUENDE

ﾗｲﾝﾀﾞﾝｽｽｸｰﾙ/ｽﾀｼﾞｵ･ｼﾞｮｲ

チョイスダンススタジオ

Ｋ'ｓダンススポーツ

梅原ダンススクール

Ｏ＆Ｎダンスカンパニー

吉田宗鎮ダンススタジオ

長谷川ダンススタジオ

ダンススタジオ SAM CIRCUS

スズキノリオダンスカンパニー

日暮里ニシダダンススクール

ナゴヤダンスアカデミー

ニシダダンススタジオ

橘ダンススクール

チョイスダンススタジオ

中川雄太ダンスアカデミー

ダンススクール マツエ

オオタ・ダンススクウェア

ﾀｹﾀﾞﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ･ｱｶﾃﾞﾐｰ/ﾀﾅｶﾀﾞﾝｽｽｸｰﾙ

ＡＴダンススタジオ

ダンススタジオ中嶋

キシモトダンスアカデミー

アオキソシアルダンススクール

イワサコウジ・ダンスアカデミー

中川雄太ダンスアカデミー

スタジオ アンゲリック

ECHO DANCE COMPANY

武田ダンススクール

チョイスダンススタジオ

ク ラ ス 別 出 場 選 手 一 覧 表

ナゴヤダンスアカデミー

ミウラダンス教室

小西雅司ダンススタジオ

シライシダンススタジオ

山田誠ダンススタジオ



ク ラ ス 別 出 場 選 手 一 覧 表

108 伊藤　大輔 伴　まゆみ 西部

109 田中　孝康 加藤美智子 東部

112 中野　雅章 村上八千代 中部

113 永田　薫 飯野さやか 東部

※ 115 中川　雄太 中川久美子 中部

116 竹内　大祐 竹内ももこ 中部

122 森本　高広 杉原　緑 中部

123 邵　帥 田中　彩恵 ＪＣＦ

124 中村　康之 岡本　真理 東部

125 及川　考人 髙木　恭子 東部

127 新海　晋也 新海きみ子 中部

130 榊原　学 榊原　菜々 西部

プロ／ラテン／ジャパンオープン／(ＣＳＲＰＪ） 62組

背番号 選 手 名 ・ パ ー ト ナ ー 名 所属 所　　　属　　　教　　　室

2 小宮　一浩 平岩　英里 中部

4 井上　將也 井上　由香 九州

5 鮫口伸一郎 阿部里香子 東部

6 小野　孝明 小野恵美織 東部

7 井口　裕樹 田中智津子 九州

9 前田　将寛 前田紗央里 西部

※ 15 辻　翔平 辻　真理子 西部

16 吉田　隆三 川上　陽子 中部

17 木村　太俊 千田ゆりあ 東部

18 森川　真 大江明日香 西部

21 越智　正人 柳瀬　瑠美 東部

22 新垣　幸三 新垣　貴子 東部

25 金原　亮司 永原　由貴 中部

26 福田　洋平 松下　梨沙 東部

27 倉島　良悟 國本　麻衣 中部

30 小野　晃歳 小野　麻耶 東部

31 平坂　弘樹 松本香緒里 西部

32 太田　洵司 松原　優 東部

34 佐々木亮一 篠田　香 東部

35 飯田　満之 松浦　茜 東部

36 谷　祐二 谷　さとみ 西部

※ 38 新田　宏之 新田さくら 西部

43 井上　和也 池田　有寿 九州

44 瀬内　孝幸 稲垣　晴美 中部

45 阪野　清人 阪野　綾 中部

47 松岡　佑紀 齊藤ひかる 東部

57 鈴木　勇人 佐藤　彩 東部

58 今西　竜永 上脇友季湖 東部

59 丁野　真一 井上　望 東部

60 Danny Huang Jenny Wang Taiwan

62 瀧倉　茂 瀧倉　柚美 西部

64 勝野　出 浅海　愛 中部

66 松永　卓也 森　由莉枝 中部

67 西山ウィル 清田　智美 九州

70 杉田　定裕 星野　春菜 西部

ダンススタジオ リトモ

Ｏ＆Ｎダンスカンパニー

ダンス大塚会館

シライシダンススタジオ

Dance Dojo Takikura

オザキダンススタジオ

新海ダンススタジオ 

Ｏ＆Ｎダンスカンパニー

Ｋ'ｓダンススポーツ

セウチダンススクール

バンノダンススタジオ

ダンスインモーション

二ツ森亨ダンスアカデミー

早川午朗ダンススクール

ダンススタジオ京都

オオタダンスアカデミー

東京ボールルームダンスクラブ

曙橋さくらダンス

山本喜洋ダンススクール

Ｏ＆Ｎダンスカンパニー

オオタ･ダンススクウェア

楠潤一郎ダンスアカデミー

小西雅司ダンススタジオ

ＡＳダンススタジオ

K's Dance House

ダンススタジオ キシモト大船

ｲｸﾞﾁﾀﾞﾝｽｽｸｰﾙ/ｿｼｱﾙﾀﾞﾝｽｽﾀｼﾞｵ FIVE STARS

前田ダンスカンパニー

辻ダンススタジオ

ナゴヤダンスアカデミー

早川午朗ダンススクール

橘ダンススクール

新海ダンススタジオ 

榊原ダンスカンパニー

小宮ダンススタジオ

Ｋ'ｓダンススポーツ

鮫口ダンス教室

小林ダンススクール

中川雄太ダンスアカデミー

カトウノブヒトダンスアカデミー

Ｍ'ｓ ダンス クリエイト

DANCE PATIO T&T/ﾖｺﾐﾁﾀﾞﾝｽﾌﾟﾗｻﾞ

ヨコミチダンスプラザ

ダンススクールＤ＆Ｍ

チョイスダンススタジオ

小西雅司ダンススタジオ

※印 シード選手は２次予選より出場



ク ラ ス 別 出 場 選 手 一 覧 表

73 加治屋貴士 清水　舞 東部

78 齋藤　清継 田中　裕子 東部

79 安藤　裕一 河内　芳江 中部

82 Sangmin Lee Danbi Lee Korea

83 勝川　佳和 清水佳奈子 中部

84 金谷　仁 川﨑　智予 西部

87 永田　勝規 八幡さやか 中部

91 鈴木　剛 鈴木　由香 九州

93 山田圭一郎 竹井　彩子 東部

95 袴田　征史 山本　真未 東部

98 青田　昂 青田　果林 東部

99 平﨑　誠 切手利江子 九州

100 鈴木　佑哉 原田　彩華 東部

102 神谷　朋昌 植竹　淑恵 東部

103 池田　勇樹 岡本　幸子 西部

107 櫻井美規雄 水田麻厘子 東部

110 横田　哲也 松永ゆかり 中部

111 河合　祐介 河合　歩未 中部

114 杉澤　賢 和泉元美典 西部

117 麻戸　洋輔 中村　綾 東部

118 村上　知哉 村田　佳澄 中部

119 西川　聡 曽我友紀子 西部

120 徳田　翔一 北原　舞 東部

※ 121 芝西　将史 岸本麻里亜 東部

126 細川　淳也 木野　愛弓 九州

128 熊谷　淳一 熊谷　陽子 東部

129 北村　寛 鈴木　舞 東部

プロ／ボールルーム／ライジングスター／(ＷＴ） 53組

背番号 選 手 名 ・ パ ー ト ナ ー 名 所属 所　　　属　　　教　　　室

1 岩本　憲幸 島田　万菜 中部

6 小野　孝明 小野恵美織 東部

8 小西  雅司 小西  洋子 中部

11 内藤　達矢 手島　紫乃 東部

12 岩佐　晃次 若木　敬子 西部

13 岡　俊宏 平出　瑞紀 中部

14 上妻　秀典 大神ひとみ 九州

19 杉嶋　浩和 小柳　麻里 西部

23 亀川　隆史 富岡　真子 東部

29 武智　厚樹 古下　千鶴 西部

33 中嶋　康人 中嶋　藍香 九州

39 加藤　圭一 遠山あやか 中部

40 荒木　康孝 金瀬　友子 東部

46 太田　雅士 川澄　清香 中部

49 川島　知也 高野　恵 東部

50 柴山　和樹 柴山　朋代 中部

51 松江　廣永 松江真由美 東部

53 吉田　宗鎮 本竜　佳織 西部

54 長谷川泰希 島地ユリ英 中部

61 西田　欣主 西田　美穂 東部 日暮里ニシダダンススクール

ニシダダンススタジオ

チョイスダンススタジオ

中川雄太ダンスアカデミー

ダンススクール マツエ

吉田宗鎮ダンススタジオ

長谷川ダンススタジオ

ECHO DANCE COMPANY

チョイスダンススタジオ

ＡＴダンススタジオ

ダンススタジオ中嶋

カトウノブヒトダンスアカデミー

アオキソシアルダンススクール

ダンススタジオ キシモト大船

小西雅司ダンススタジオ

山田誠ダンススタジオ

イワサコウジ・ダンスアカデミー

中川雄太ダンスアカデミー

スタジオ アンゲリック

早川午朗ダンススクール

Dance Art Factory

Ｋ'ｓ ダンススポーツ

ダンスインモーション

二ッ森亨ダンスアカデミー

ナゴヤダンスアカデミー

アカデミーオブダンス．ヨコタ

サワダダンススタジオ

河内正人ダンススタジオ

ダンススタジオキシモト大船

サワダマサヒロダンススタジオ

Queen Dance Studio

ダンススタジオ アオタ

Tokyo渋谷ダンサーズ学院

Ｋ'ｓダンススポーツ

楠潤一郎ダンスアカデミー

京都カルチャーダンスアカデミー

矢吹淳次ﾀﾞﾝｽｽﾀｼﾞｵ/矢部行英ﾀﾞﾝｽｶﾝﾊﾟﾆｰ

ﾊﾞﾝﾉﾀﾞﾝｽｽﾀｼﾞｵ/ｵｻﾞｷﾀﾞﾝｽｽﾀｼﾞｵ

ダンスカンパニーオノエ

永田勝規ダンススタジオ

K'sダンススポーツ

玉村ダンススクール

オオタ・ダンススクウェア

Team Dance Creative Entertainment

石井篤志ダンスガーデン

カワチ総合ダンスアカデミー

※印 シード選手は２次予選より出場



ク ラ ス 別 出 場 選 手 一 覧 表

63 高柳　克久 升本　真実 東部

64 勝野　出 浅海　愛 中部

65 道田　陽介 原　さゆり 中部

68 山本　利春 山本佐和子 中部

69 新野　祥司 田中真理子 西部

70 杉田　定裕 星野　春菜 西部

72 倉地　宏治 倉地ともみ 九州

74 村澤　俊也 金武　由佳 中部

76 新美　一輝 木全　志穂 中部

77 髙橋　団 姫見　麻未 東部

78 齋藤　清継 田中　裕子 東部

80 髙橋　知靖 髙橋ちさと 中部

81 柴田　真希 柴田　綾子 中部

85 寺島　貴信 寺島　裕希 中部

88 土持　祐介 土持　春奈 九州

89 髙島　晃治 髙島　敦子 中部

90 松本　達明 松本みき子 九州

94 小日山哲也 小日山知美 東部

97 九鬼　章悦 九鬼　亜弓 東部

98 青田　昂 青田　果林 東部

99 平﨑　誠 切手利江子 九州

101 伊藤　圭一 廣瀬　久美 中部

104 田﨑　義政 杉浦　里美 中部

106 池冨　勇輝 上野　景子 中部

108 伊藤　大輔 伴　まゆみ 西部

112 中野　雅章 村上八千代 中部

113 永田　薫 飯野さやか 東部

117 麻戸　洋輔 中村　綾 東部

122 森本　高広 杉原　緑 中部

124 中村　康之 岡本　真理 東部

125 及川　考人 髙木　恭子 東部

127 新海　晋也 新海きみ子 中部

130 榊原　学 榊原　菜々 西部

プロ／ラテン／ライジングスター／(ＣＲ） 37組

背番号 選 手 名 ・ パ ー ト ナ ー 名 所属 所　　　属　　　教　　　室

4 井上　將也 井上　由香 九州

7 井口　裕樹 田中智津子 九州

9 前田　将寛 前田紗央里 西部

16 吉田　隆三 川上　陽子 中部

17 木村　太俊 千田ゆりあ 東部

18 森川　真 大江明日香 西部

21 越智　正人 柳瀬　瑠美 東部

25 金原　亮司 永原　由貴 中部

26 福田　洋平 松下　梨沙 東部

27 倉島　良悟 國本　麻衣 中部

30 小野　晃歳 小野　麻耶 東部

31 平坂　弘樹 松本香緒里 西部

36 谷　祐二 谷　さとみ 西部

39 加藤　圭一 遠山あやか 中部

43 井上　和也 池田　有寿 九州

44 瀬内　孝幸 稲垣　晴美 中部

Ｋ'ｓダンススポーツ

セウチダンススクール

ＡＳダンススタジオ

K's Dance House

早川午朗ダンススクール

ダンススタジオ京都

山本喜洋ダンススクール

カトウノブヒトダンスアカデミー

前田ダンスカンパニー

ナゴヤダンスアカデミー

早川午朗ダンススクール

Ｏ＆Ｎダンスカンパニー

オオタ･ダンススクウェア

小西雅司ダンススタジオ

ヨコミチダンスプラザ

橘ダンススクール

新海ダンススタジオ 

榊原ダンスカンパニー

Ｋ'ｓダンススポーツ

ｲｸﾞﾁﾀﾞﾝｽｽｸｰﾙ/ｿｼｱﾙﾀﾞﾝｽｽﾀｼﾞｵ FIVE STARS

カトウノブヒトダンスアカデミー

ダンススクールＤ＆Ｍ

小西雅司ダンススタジオ

小林ダンススクール

ダンススタジオキシモト大船

Ｍ'ｓ ダンス クリエイト

コヒヤマダンススクール

Dance Arts Tokyo

ダンススタジオ アオタ

Tokyo渋谷ダンサーズ学院

リフレッシュダンススタジオミエ

タナカダンススクール

バンノダンススタジオ

ナゴヤダンスアカデミー

寺島ダンススクール

コスモスダンスアカデミー

ミクニダンススタジオ

マツモトダンスアカデミー

Ｏ＆Ｎダンスカンパニー

Ｋ'ｓダンススポーツ

梅原ダンススクール

サトウダンススクール

シライシダンススタジオ

石井篤志ダンスガーデン

DANCE DUENDE

オザキダンススタジオ

中川雄太ダンスアカデミー

広坂ダンスクラブ

ﾗｲﾝﾀﾞﾝｽｽｸｰﾙ/ｽﾀｼﾞｵ･ｼﾞｮｲ



ク ラ ス 別 出 場 選 手 一 覧 表

47 松岡　佑紀 齊藤ひかる 東部

59 丁野　真一 井上　望 東部

62 瀧倉　茂 瀧倉　柚美 西部

64 勝野　出 浅海　愛 中部

66 松永　卓也 森　由莉枝 中部

67 西山ウィル 清田　智美 九州

70 杉田　定裕 星野　春菜 西部

78 齋藤　清継 田中　裕子 東部

83 勝川　佳和 清水佳奈子 中部

87 永田　勝規 八幡さやか 中部

93 山田圭一郎 竹井　彩子 東部

95 袴田　征史 山本　真未 東部

98 青田　昂 青田　果林 東部

99 平﨑　誠 切手利江子 九州

103 池田　勇樹 岡本　幸子 西部

107 櫻井美規雄 水田麻厘子 東部

117 麻戸　洋輔 中村　綾 東部

118 村上　知哉 村田　佳澄 中部

119 西川　聡 曽我友紀子 西部

120 徳田　翔一 北原　舞 東部

126 細川　淳也 木野　愛弓 九州

ダンススタジオキシモト大船

サワダマサヒロダンススタジオ

Queen Dance Studio

早川午朗ダンススクール

Ｋ'ｓ ダンススポーツ

玉村ダンススクール

オオタ・ダンススクウェア

ダンススタジオ アオタ

Tokyo渋谷ダンサーズ学院

京都カルチャーダンスアカデミー

矢吹淳次ﾀﾞﾝｽｽﾀｼﾞｵ/矢部行英ﾀﾞﾝｽｶﾝﾊﾟﾆｰ

新海ダンススタジオ 

ダンススタジオ リトモ

Ｏ＆Ｎダンスカンパニー

石井篤志ダンスガーデン

ﾊﾞﾝﾉﾀﾞﾝｽｽﾀｼﾞｵ/ｵｻﾞｷﾀﾞﾝｽｽﾀｼﾞｵ

永田勝規ダンススタジオ

ダンスインモーション

シライシダンススタジオ

Dance Dojo Takikura

オザキダンススタジオ


