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90 安達　遥一 ｱﾀﾞﾁ ﾖｳｲﾁ 3-824 関野　夏海 ｾｷﾉ ﾅﾂﾐ 東京 1 3 シライシダンススタジオ

4 井口　裕樹 ｲｸﾞﾁ ﾕｳｷ 6-223 田中　智津子 ﾀﾅｶ ﾁﾂﾞｺ 熊本 2 4 イグチダンススクール/ソシアルダンススタジオFIVE STARS
52 52 池冨　勇輝 ｲｹﾄﾐ ﾕｳｷ 4-282 上野　景子 ｳｴﾉ ｹｲｺ 愛知 2 3 4 カトウノブヒトダンスアカデミー

58 井上　和也 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾔ 6-248 池田　有寿 ｲｹﾀﾞ ｱﾘｽ 北九州 2 4 K'sダンススポーツ
80 井上　將也 ｲﾉｳｴ ﾏｻﾔ 6-229 山土　由賀 ﾔﾏﾄﾞ ﾕｶ 北九州 2 K'sダンススポーツ

8 8 岩本　憲幸 ｲﾜﾓﾄ ﾉﾘﾕｷ 4-291 岩本　万菜 ｲﾜﾓﾄ ﾏﾅ 愛知 1 3 4 ナゴヤダンスアカデミー
101 上村　和之 ｳｴﾑﾗ ｶｽﾞﾕｷ 3-697 上村　みちこ ｳｴﾑﾗ ﾐﾁｺ 東京 1 橘ダンススクール
28 及川　考人 ｵｲｶﾜ ﾀｶﾄ 3-784 髙木　恭子 ﾀｶｷﾞ ｷｮｳｺ 東京 1 3 橘ダンススクール
81 尾石　悟郎 ｵｲｼ ｺﾞﾛｳ 6-203 尾石　梨沙 ｵｲｼ ﾘｻ 熊本 1 3 髙林ダンス教室
7 7 太田　洵司 ｵｵﾀ ｼﾞｭﾝｼﾞ 3-752 松原　優 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｳ 千葉 2 3 オオタダンスアカデミー
19 太田　雅士 ｵｵﾀ ﾏｻｼ 4-290 川澄　清香 ｶﾜｽﾐ ｻﾔｶ 愛知 1 ニシダダンススタジオ
56 大坪　浩二 ｵｵﾂﾎﾞ ｺｳｼﾞ 5-188 佐藤　愛子 ｻﾄｳ ｱｲｺ 大阪 1 O&Nダンスカンパニー
51 王野　振稔 ｵｵﾉ ﾉﾌﾞﾄｼ 6-227 王野　亜紀 ｵｵﾉ ｱｷ 福岡 1 ミウラダンス教室
94 大山　博之 ｵｵﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 6-189 江夏　寛佳 ｺｳｶ ﾋﾛｶ 鹿児島 1 3 ナカシマダンススクール
6 岡　俊宏 ｵｶ ﾄｼﾋﾛ 4-286 平出　瑞紀 ﾋﾗﾃﾞ ﾐｽﾞｷ 愛知 1 3 中川雄太ダンスアカデミー

71 越智　正人 ｵﾁ ﾏｻﾄ 3-745 柳瀬　瑠美 ﾔﾅｾ ﾙﾐ 東京 2 オオタ・ダンススクウェア
43 小野　晃歳 ｵﾉ ｱｷﾄｼ 3-754 小野　麻耶 ｵﾉ ﾏﾔ 東京 2 早川午朗ダンススクール
11 小野　孝明 ｵﾉ ｺｳﾒｲ 3-566 小野　恵美織 ｵﾉ ｴﾐﾘ 神奈川 2 小野孝明ダンススクール
63 加島　誠人 ｶｼﾏ ﾏｺﾄ 西山　さくら ﾆｼﾔﾏ ｻｸﾗ 京都 2 4
87 加治屋　貴士 ｶｼﾞﾔ ﾀｶｼ 3-701 清水　舞 ｼﾐｽﾞ ﾏｲ 神奈川 2 Team Dance Creative Entertainment
18 勝野　出 ｶﾂﾉ ｲｽﾞﾙ 4-273 浅海　愛 ｱｻｳﾐ ｱｲ 愛知 2 4 オザキダンススタジオ
69 金谷　仁 ｶﾅﾔ ｼﾞﾝ 4-347 川崎　智予 ｶﾜｻｷ ﾄﾓﾖ 京都 2 ダンスカンパニーオノエ

3 金子　貴也 ｶﾈｺ ﾀｶﾔ 5-306 下山　愛子 ｼﾓﾔﾏ ｱｲｺ 大阪 1 DANCE TEAM YOKO
49 神谷　朋昌 ｶﾐﾔ ﾄﾓﾏｻ 3-690 植竹　淑恵 ｳｴﾀｹ ﾄｼｴ 東京 2 楠潤一郎ダンスアカデミー
55 河合　祐介 ｶﾜｲ ﾕｳｽｹ 4-254 河合　歩未 ｶﾜｲ ｱﾕﾐ 愛知 2 サワダダンススタジオ

75 川島　知也 ｶﾜｼﾏ ﾄﾓﾔ 5-382 市川　由佳 ｲﾁｶﾜ ﾕｶ 大阪 1 3 チョイスダンススタジオ/Cityダンススクール
89 岸本　真臣 ｷｼﾓﾄ ﾏｻｵﾐ 6-228 大津谷　陽子 ｵｵﾂﾀﾆ ﾖｳｺ 佐賀 1 キシモトダンスアカデミー
46 木下　芳則 ｷﾉｼﾀ　ﾖｼﾉﾘ 畑中　直子 ﾊﾀﾅｶ ﾅｵｺ 熊本 1 3 ダンスアートアカデミー

44 金原　亮司 ｷﾝﾊﾟﾗ ﾘｮｳｼﾞ 3-277 永原　由貴 ﾅｶﾞﾊﾗ ﾕｷ 愛知 2 4 小西雅司ダンススタジオ
91 楠元　雄介 ｸｽﾓﾄ ﾕｳｽｹ 松山　和未 ﾏﾂﾔﾏ ｶｽﾞﾐ 北九州 2 4 K'sダンススポーツ

10 倉地　宏治 ｸﾗﾁ ｺｳｼﾞ 6-219 倉地　ともみ ｸﾗﾁ ﾄﾓﾐ 北九州 1 K'sダンススポーツ
12 小日山　哲也 ｺﾋﾔﾏ ﾃﾂﾔ 3-770 緑川　知美 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾄﾓﾐ 千葉 1 3 コヒヤマダンススクール

29 小宮　一浩 ｺﾐﾔ ｶｽﾞﾋﾛ 4-197 平岩　英里 ﾋﾗｲﾜ ｴﾘ 愛知 2 小宮ダンススタジオ
13 齋藤　清継 ｻｲﾄｳ ｷﾖﾂｸﾞ 3-821 池田　奈智 ｲｹﾀﾞ ﾅﾁ 神奈川 2 4 石井篤志ダンスガーデン/吉本ダンススタジオ

95 榊原　学 ｻｶｷﾊﾗ ｶﾞｸ 5-364 榊原　菜々 ｻｶｷﾊﾗ ﾅﾅ 大阪 1 3 榊原ダンスカンパニー
15 鮫口　伸一郎 ｻﾒｸﾞﾁ ｼﾝｲﾁﾛｳ3-529 阿部　里香子 ｱﾍﾞ ﾘｶｺ 東京 2 鮫口ダンス教室

53 佐山　卓司 ｻﾔﾏ ﾀｸｼﾞ 3-835 宮原　ゆかり ﾐﾔﾊﾗ ﾕｶﾘ 東京 1 浜松町ダンススクール
64 柴田　悠貴 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳｷ 5-378 松原　麻美 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｱｻﾐ 兵庫 1 ハピネスダンスアカデミー
82 柴山　和樹 ｼﾊﾞﾔﾏ ｶｽﾞｷ 4-279 柴山　朋代 ｼﾊﾞﾔﾏ ﾄﾓﾖ 愛知 1 3 中川雄太ダンスアカデミー
106 清水　啓司 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛｼ 3-763 疋田　貴子 ﾋｷﾀ ﾀｶｺ 東京 1 チョイスダンススタジオ
59 新堂　美月 ｼﾝﾄﾞｳ ﾐﾂｷ 2-28 原田　奈々 ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾅ 北海道 1 3 さいとうダンススタジオ

45 杉澤　賢 ｽｷﾞｻﾜ ｹﾝ 5-337 和泉元　美典 ｲｽﾞﾐﾓﾄ ﾐﾉﾘ 京都 2 河内正人ダンススタジオ
102 102 杉田　定裕 ｽｷﾞﾀ ｻﾀﾞﾋﾛ 5-366 星野　春菜 ﾎｼﾉ ﾊﾙﾅ 大阪 2 3 4 O&Nダンスカンパニー

35 鈴木　剛 ｽｽﾞｷ ﾂﾖｼ 6-501 鈴木　由香 ｽｽﾞｷ ﾕｶ 北九州 2 ヤマダダンススタジオ
16 鈴木　肖生 ｽｽﾞｷ ﾉﾘｵ 5-255 鈴木　みゆき ｽｽﾞｷ ﾐﾕｷ 京都 1 スズキノリオダンスカンパニー

97 鈴木　勇人 ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾄ 3-774 佐藤　彩 ｻﾄｳ ｱﾔ 東京 2 二ッ森亨ダンスアカデミー
100 鈴木　佑哉 ｽｽﾞｷ ﾕｳｷ 原田　彩華 ﾊﾗﾀﾞ ｱﾔｶ 千葉 2 栗山ダンススタジオ
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104 須藤　将史 ｽﾄﾞｳ ﾏｻｼ 3-839 伊藤　奈緒 ｲﾄｳ ﾅｵ 東京 2 4 スポーツダンススタジオアクトレス
5 瀬内　孝幸 ｾｳﾁ ﾀｶﾕｷ 4-265 稲垣　晴美 ｲﾅｶﾞｷ ﾊﾙﾐ 愛知 2 4 セウチダンススクール
22 瀬内　英幸 ｾｳﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ 3-831 斎木　智子 ｻｲｷ ﾄﾓｺ 東京 2 スタジオ with テライダンスカンパニー
2 瀬古　薫希 ｾｺ ﾏｻｷ 3-741 瀬古　知愛 ｾｺ ﾁｱｷ 東京 2 チョイスダンススタジオ
96 高木　隆 ﾀｶｷﾞ ﾀｶｼ 3-451 高嶋　聖美 ﾀｶｼﾏ ｷﾖﾐ 東京 2 Taka&Kiyo Ballroom Dance Team

34 髙田　聡 ﾀｶﾀﾞ ｻﾄｼ 3-662 松村　順子 ﾏﾂﾑﾗ ｼﾞｭﾝｺ 東京 1 オオタ・ダンススクウェア
66 髙橋　顕史 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾌﾐ 1-715 上脇　友季湖 ｶﾐﾜｷ ﾕｷｺ 東京 2 二ッ森亨ダンスアカデミー/ダンス大塚会館

83 髙橋　団 ﾀｶﾊｼ ﾀﾞﾝ 3-807 姫見　麻未 ﾋﾒﾐ ﾏﾐ 東京 1 3 シライシダンススタジオ/津野ダンススタジオ
25 竹内　大祐 ﾀｹｳﾁ ﾀﾞｲｽｹ 4-270 竹内　ももこ ﾀｹｳﾁ ﾓﾓｺ 愛知 1 カトウノブヒトダンスアカデミー
39 武智　厚樹 ﾀｹﾁ ｱﾂｷ 5-176 古下　千鶴 ｺｼﾓ ﾁﾂﾞﾙ 大阪 1 3 ATダンススタジオ
23 田中　孝康 ﾀﾅｶ ﾉﾘﾔｽ 3-764 加藤　美智子 ｶﾄｳ ﾐﾁｺ 東京 1 チョイスダンススタジオ

41 谷　祐二 ﾀﾆ ﾕｳｼﾞ 5-348 谷　さとみ ﾀﾆ ｻﾄﾐ 京都 2 山本喜洋ダンススクール
68 丁野　真一 ﾁｮｳﾉ ｼﾝｲﾁ 3-624 井上　望 ｲﾉｳｴ ﾉｿﾞﾐ 東京 2 4 シライシダンススタジオ
54 辻　翔平 ﾂｼﾞ ｼｮｳﾍｲ 5-343 辻　真理子 ﾂｼﾞ ﾏﾘｺ 大阪 2 辻ダンススタジオ
50 土田　純司 ﾂﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ 3-826 藤野　めぐみ ﾌｼﾞﾉ ﾒｸﾞﾐ 東京 2 スタジオF

32 土持　祐介 ﾂﾁﾓﾁ ﾕｳｽｹ 6-216 土持　春奈 ﾂﾁﾓﾁ ﾊﾙﾅ 福岡 1 3 コスモスダンスアカデミー
73 寺門　駿 ﾃﾗｶﾄﾞ ｼｭﾝ 3-833 佐々木　彩香 ｻｻｷ ｱﾔｶ 東京 1 3 Dance Arts Tokyo
40 内藤　達矢 ﾅｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 3-659 手島　紫乃 ﾃｼﾏ ｼﾉ 東京 1 3 山田誠ダンススタジオ

92 中川　智宏 ﾅｶｶﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 3-773 毛利　桃子 ﾓｳﾘ ﾓﾓｺ 東京 2 早川午朗ダンススクール
103 中嶋　康人 ﾅｶｼﾏ ﾔｽﾄ 6-100 中嶋　藍香 ﾅｶｼﾏ ｱｲｶ 北九州 1 3 ダンススタジオ中嶋
48 永田　薫 ﾅｶﾞﾀ ｶｵﾙ 3-734 飯野　さやか ｲｲﾉ ｻﾔｶ 東京 1 3 小林ダンススクール

27 永田　勝規 ﾅｶﾞﾀ ｶﾂﾉﾘ 4-247 八幡　さやか ﾔﾊﾀ ｻﾔｶ 愛知 2 永田勝規ダンススタジオ
26 中村　臣作 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｻｸ 6-245 中山　明子 ﾅｶﾔﾏ ｱｷｺ 福岡 1 3 ソシアルダンススタジオ中山

36 成重　竜磨 ﾅﾘｼｹﾞ ﾘｭｳﾏ 6-247 浦辺　麻衣 ｳﾗﾍﾞ ﾏｲ 北九州 2 4 K'sダンススポーツ
42 新美　一輝 ﾆｲﾐ ｶｽﾞｷ 4-114 木全　志穂 ｷﾏﾀ ｼﾎ 愛知 1 3 サトウダンススクール
98 西尾　浩一 ﾆｼｵ ｺｳｲﾁ 3-671 下田　藍 ｼﾓﾀﾞ ｱｲ 東京 1 武田ダンススクール
74 74 西川　聡 ﾆｼｶﾜ ｻﾄｼ 5-363 曽我　友紀子 ｿｶﾞ ﾕｷｺ 兵庫 2 3 Queen Dance Studio
105 西田　克義 ﾆｼﾀﾞ ｶﾂﾖｼ 4-176 佐藤　晴香 ｻﾄｳ ﾊﾙｶ 愛知 1 ニシダダンススタジオ

107 西山　ウイル ﾆｼﾔﾏ ｳｲﾙ 6-239 清田　智美 ｷﾖﾀ ﾄﾓﾐ 北九州 2 ダンススタジオリトモ
33 新田　宏之 ﾆｯﾀ ﾋﾛﾕｷ 5-273 新田　さくら ﾆｯﾀ ｻｸﾗ 大阪 2 O&Nダンスカンパニー

9 9 袴田　征史 ﾊｶﾏﾀﾞ ﾏｻｼ 3-757 山本　真未 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾐ 東京 2 3 4 オオタ・ダンススクウェア
76 箱田　翔次郎 ﾊｺﾀﾞ ｼｮｳｼﾞﾛｳ 3-827 田原　麻吏可 ﾀﾊﾗ ﾏﾘｶ 東京 2 4 日暮里ニシダダンススクール

97 21 橋場　英一郎 ﾊｼﾊﾞ ｴｲｲﾁﾛｳ 5-365 今泉　佳菜 ｲﾏｲｽﾞﾐ ｶﾅ 大阪 2 3 4 辻ダンススタジオ
77 長谷川　裕紀 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛﾉﾘ 3-814 綿引　ゆり杏 ﾜﾀﾋﾞｷ ﾕﾘｱ 東京 2 4 ダンススタジオ コガ

14 花田　諭 ﾊﾅﾀﾞ ｻﾄｼ 3-645 花田　みずほ ﾊﾅﾀﾞ ﾐｽﾞﾎ 東京 1 シライシダンススタジオ
93 林　祐丞 ﾊﾔｼ ﾕｳｽｹ 6-250 高村　まみ ﾀｶﾑﾗ ﾏﾐ 福岡 2 4 ソシアルダンススタジオFIVE STARS
85 平坂　弘樹 ﾋﾗｻｶ ﾋﾛｷ 5-312 松本　香緒里 ﾏﾂﾓﾄ ｶｵﾘ 京都 2 4 ダンススタジオ京都

47 47 平﨑　誠 ﾋﾗｻｷ ﾏｺﾄ 6-148 切手　利江子 ｷｯﾃ ﾘｴｺ 鹿児島 1 3 4 Tokyo 渋谷ダンサーズ学院
62 福島　優一 ﾌｸｼﾏ ﾏｻｶｽﾞ 6-157 小嶋　さとみ ｺｼﾞﾏ ｻﾄﾐ 福岡 1 3 ダンススタジオM

86 福田　洋平 ﾌｸﾀﾞ ﾖｳﾍｲ 3-724 松下　梨沙 ﾏﾂｼﾀ ﾘｻ 東京 2 4 ASダンススタジオ
65 福原　亘 ﾌｸﾊﾗ ﾜﾀﾙ 6-191 藤山　華子 ﾌｼﾞﾔﾏ ﾊﾅｺ 福岡 1 3 住吉ダンススクール/山下ダンス教室
79 藤本　尊史 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｶｼ 5-285 篠田　祐子 ｼﾉﾀﾞ ﾕｳｺ 京都 1 3 フジモトダンススクール

17 細川　淳也 ﾎｿｶﾜ ｼﾞｭﾝﾔ 6-249 木野　愛弓 ｷﾉ ｱﾕﾐ 北九州 2 4 K'sダンススポーツ
70 松岡　憲昭 ﾏﾂｵｶ ﾉﾘｱｷ 4-248 松岡　有紀 ﾏﾂｵｶ ﾕｳｷ 愛知 1 ナゴヤダンスアカデミー

31 松岡　佑紀 ﾏﾂｵｶ ﾕｳｷ 3-749 齊藤　ひかる ｻｲﾄｳ ﾋｶﾙ 神奈川 2 ダンスインモーション
108 松永　卓也 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀｸﾔ 4-289 森　由莉枝 ﾓﾘ ﾕﾘｴ 愛知 2 4 新海ダンススタジオ

24 松本　光祐 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｽｹ 3-665 松本　のぞみ ﾏﾂﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ 東京 1 マツモトダンスアカデミー東京
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72 松本　達明 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾂｱｷ 5-33 松本　みき子 ﾏﾂﾓﾄ ﾐｷｺ 熊本 1 3 マツモトダンスアカデミー
38 38 麻戸　洋輔 ﾏﾄ ﾖｳｽｹ 3-766 中村　綾 ﾅｶﾑﾗ ｱﾔ 神奈川 2 3 4 ダンススタジオキシモト大船
61 宮地　翔也 ﾐﾔﾁ ｼｮｳﾔ 4-250 宮地　沙織 ﾐﾔﾁ ｻｵﾘ 愛知 1 タケダダンススポーツ．アカデミー/タナカダンススクール

20 村上　知哉 ﾑﾗｶﾐ ﾄﾓﾔ 4-260 村田　佳澄 ﾑﾗﾀ ｶｽﾐ 三重 2 4 サワダマサヒロダンススタジオ
67 村澤　俊也 ﾑﾗｻﾜ ｼｭﾝﾔ 4-276 金武　由佳 ｶﾈﾀｹ ﾕｶ 愛知 1 梅原ダンススクール

37 村田　雄基 ﾑﾗﾀ ﾕｳｷ 3-832 岸本　麻里亜 ｷｼﾓﾄ ﾏﾘｱ 東京 2 Y&M DANCE LAB.
84 森川　真 ﾓﾘｶﾜ ﾏｺﾄ 山崎　友貴穂 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｷﾎ 三重 2 4 サワダマサヒロダンススタジオ

1 森脇　健司 ﾓﾘﾜｷ ｹﾝｼﾞ 3-674 的場　未恭 ﾏﾄﾊﾞ ﾐｸ 東京 1 Dance Arts Tokyo
57 安信　汐朗 ﾔｽﾉﾌﾞ ﾀﾛｳ 6-232 高橋　美和 ﾀｶﾊｼ ﾐﾜ 福岡 2 4 安信ダンス教室

88 梁川　由紀夫 ﾔﾅｶﾞﾜ ﾕｷｵ 3-811 沼田　有加里 ﾇﾏﾀ ﾕｶﾘ 神奈川 1 3 Ziggurat Yokohama/ダンススタジオ サムサーカス
30 山口　誉雄 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶｵ 6-240 酒井　苑美 ｻｶｲ ｿﾉﾐ 福岡 3 森川ダンススタジオ

78 横田　哲也 ﾖｺﾀ ﾃﾂﾔ 4-217 松永　ゆかり ﾏﾂﾅｶﾞ ﾕｶﾘ 愛知 2 アカデミー オブ ダンス．ヨコタ
99 吉田　宗鎮 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｼｹﾞ 5-283 本竜　佳織 ﾎﾝﾘｭｳ ｶｵﾘ 大阪 1 3 吉田宗鎮ダンススタジオ

60 吉田　隆三 ﾖｼﾀﾞ ﾘｭｳｿﾞｳ 4-285 川上　陽子 ｶﾜｶﾐ ﾖｳｺ 愛知 2 4 ナゴヤダンスアカデミー

はボールルームオープン シード選手
はラテンアメリカンオープン シード選手


