
№ リーダー名 パートナー名 № リーダー名 パートナー名

1 島岡 由尭 小櫻 綾子 51 石田 剛 石田 貴子

2 伊東 秀紀 伊東 浩子 52 浅井 陽平 山城 美紗

3 井﨑 健太 伊藤 沙織 53 足川 拓也 三反田 麻依

4 臼井 一史 臼井 恵 54 大谷 源太郎 大谷 志津

5 永堀 隆幸 上原 翼 55 大谷 亮弥 井上 奈美

6 榎田 隆宏 村野 みり 56 大内 彰太 初瀬川 千夏

7 横田 尊春 高橋 景子 57 大埜 健 奥山 さやか

8 横尾 篤嗣 横尾 美由紀 58 大澤 隆一 林 佳奈

9 岡 政宏 笠松 舞奈 59 谷崎 成彦 藤村 ゆきえ

10 岡田 拓磨 工藤 桃子 60 池田 英由樹 池田 香織

11 岡田 直人 若槻 絵里子 61 長島 大志 中尾 友美

12 下平 文孝 生方 美沙 62 椎名 康裕 大坪 修子

13 貫名 強 柴原 まりこ 63 田松 周一郎 花盛 香織

14 丸山 貴史 遠山 理紗 64 田村 晃男 若尾 律

15 岩城 聖 深井 千浩 65 田中 雅人 田中 くるみ

16 喜嶋 信晶 福原 久絵 66 田中 孝康 加藤 美智子

17 久保 英史 松島 由季 67 土屋 太祐 渡邊 純世

18 近藤 誉仁 及川 珠里 68 島田 寛隆 村松 明香

19 金野 哲也 井之口 香織 69 藤原 雄介 藤原 麻鈴

20 結城 智史 増田 千晴 70 藤田 洋平 伊井 未来

21 元島 康治 岩岬 美佳 71 波田 悠介 栗田 優香

22 原田 浩史 滝田 智子 72 白神 淳 石口 瑞恵

23 荒木 宏尚 荒木 頼子 73 樋口 暢哉 柴田 紗綾香

24 佐山 卓司 宮原 ゆかり 74 富井 悠太 吉野 奈緒

25 佐藤 純平 亀山 聡美 75 福田 健一郎 森 由希

26 三森 秀明 酒井 良美 76 福田 裕一 エリザベス グレイ

27 三宅 貴大 薬師寺 可南子 77 北岸 賢明 長内 智子

28 山口 宏隆 葛岡 エミ 78 北之坊 太郎 藤原 佳穂里

29 山崎 航 尾身 空木 79 本多 龍士 戎野 紗与

30 山先 充芳 武田 佳子 80 末安 祐一郎 木村 友華

31 室伏 宏明 青沼 彩 81 林 健太郎 小林 響子

32 若代 愼 辰巳 友莉亜 82 林 俊喬 竹森 舞

33 小原 正大 小原 香織 83 鈴木 啓 古川 玲奈

34 小野 大輔 中村 佳菜 84 廣島 悠仁 石渡 ありさ

35 小林 恒路 赤沼 美帆 85 蜷川 勝俊 新妻 由紀

36 小林 政貴 山本 美希 86 Domen Krapez Nathasha Karabey

37 松本 正人 横山 かおり 87 MATTHEW DAY MAYA DAY

38 新鞍 貴浩 中田 裕希子

39 新井 透 新井 一恵

40 新沼 一成 新沼 亜梨沙

41 森 雅寿 井上 友花

42 森田 飛鷹 清水 えりか

43 水出 光 雨宮 可奈

44 杉野 貴史 IREP

45 菅井 学 尚和 由里子

46 成田 学 牛澤 友美

47 清水 太地 清水 早紀

48 西尾 浩一 下田 藍

49 石原 吉皓 橋本 珠里

50 石川 世翼　 阿部 紗恵子

第２回 ジャパン ダンス グランプリ　エントリー確認表
【ボールルーム部門】７月１日（土）

1/6



№ リーダー名 パートナー名 № リーダー名 パートナー名

1 亀山 修 亀山 美里 51 川原田 亮 杉下 苑未

2 後藤 洋平 蒲生 智美 52 相田 和也 長田 彩

3 松村 光 小川 ちひろ 53 増田 大介 塚田 真美

4 安田 充希 岩崎 麗 54 太田 喜之 宮﨑 茉莉亜

5 伊東 佑樹 礒道 佑菜 55 太田 洵司 松原 優

6 伊藤 光 中川 サリ 56 池田 祐史 小林 あゆ里

7 猿田 雄二 久保田 幸 57 竹内 大夢 曽又 奈々

8 遠藤 健一郎 遠藤 知美 58 中川 智宏 毛利 桃子

9 塩野 龍弥 松野 葵 59 中村 公紀 大塩 香澄

10 加藤 裕哉 小川 舞子 60 中村 明生 佐藤 恵子

11 夏見 和彦 日髙 麻衣子 61 中島 光一 奥山 智美

12 関 琢磨 岩田 明日可 62 長岡 瞬 長岡 加那子

13 岸川 祐輝 岸川 七星 63 田熊 健太 石田 聖美

14 鬼束 剛 原田 摩須美 64 田川 貴一 安東 ニシャ

15 吉川 智 岡本 さと子 65 田中 直樹 石川 真理子

16 久野 将也 和田 有可 66 渡邉 功 岡田 美咲

17 玉井 征爾 岩澤 桃子 67 渡邉 朋典 渡邉 由加里

18 近藤 智一　 井上 愛香 68 東海林 祐介 立花 悠

19 香積 佑樹 坂内 咲織 69 日暮 健二 久保田 裕美

20 高橋 英樹 木崎マリン 70 日野 雄樹 天野 友莉香

21 高橋 祐貴 的場 永峯 71 梅田 健二郎 杉田 理紗

22 黒野 朝洋 山田 佳奈 72 梅田 慎太郎 熊井 郁美

23 佐倉 奈雄斗 高辻 なつみ 73 飯沼 敏行 倉岡 美生

24 佐藤 光彦 柳澤 陽子 74 平賀 淳也 平賀 かおり

25 佐藤 充 旭 麻美 75 平川 賢志 吉住 絵梨奈

26 佐藤 和亀 工藤 周子 76 保栄茂 勝己 井上 直子

27 佐伯 歩人 斉藤 三世 77 野村 直人　 山﨑 かりん

28 笹木 宏良 渡邉 智子 78 有馬 直樹 若林 亜紀

29 三浦 捷人 安樂城 奈智 79 頼実 健吾 中原 幸絵

30 三室 雄司　 武藤 慶子 80 落合 哲朗 魚谷 えりか

31 山崎 雅則 小澤 恵美 81 立石 ケント 稲葉 寿里

32 山本 宣正 山本 晴代 82 立石 啓 露口 美咲

33 山﨑 博道 輿石 美穂 83 鈴木 勇人 佐藤 彩

34 寺倉 憲 三枝 真由美 84 澤井 優也 丸野 詩織

35 寺田 広樹 黒坂 彩子 85 齋田 航 髙城 洋美

36 寺田 友城 宮脇 理恵 86 齋藤 健斗 小川 佳苗

37 小山 比呂志 榊 美央 87 齊藤 淳 向山 恵生

38 小俣 宏晃 杉谷 絵美 88 髙野 大樹 加藤 奈々

39 小野 晃歳 小野 麻耶 89 Nikita　Brovko OlgaUrumova

40 庄子 悟司 伊藤 泰子

41 庄子 洋平 上手 里美

42 森泉 陽司 谷口 麻央

43 森田 銀河 小和田 愛子

44 神谷 朋昌 植竹 淑恵

45 進藤 博信 櫻田 泉

46 須藤 将史 伊藤 なお

47 須藤 達矢 庄司 まゆ

48 西村 嘉月維 松村 京花

49 青山 智之 岩瀬 麻衣子

50 石井 亜加紗 染野 冴也香
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№ リーダー名 パートナー名 № リーダー名 パートナー名

1 島岡 由尭 小櫻 綾子 51 藤田 洋平 伊井 未来

2 伊東 秀紀 伊東 浩子 52 波田 悠介 栗田 優香

3 永堀 隆幸 上原 翼 53 富井 悠太 吉野 奈緒

4 榎田 隆宏 村野 みり 54 福田 健一郎 森 由希

5 横田 尊春 高橋 景子 55 北岸 賢明 長内 智子

6 横尾 篤嗣 横尾 美由紀 56 北之坊 太郎 藤原 佳穂里

7 岡 政宏 笠松 舞奈 57 立石 ケント 稲葉 寿里

8 岡田 拓磨 工藤 桃子 58 林 健太郎 小林 響子

9 岡田 直人 若槻 絵里子 59 廣島 悠仁 石渡 ありさ

10 下平 文孝 生方 美沙 60 蜷川 勝俊 新妻 由紀

11 貫名 強 柴原 まりこ

12 丸山 貴史 遠山 理紗

13 岸田 竜吾 リチャーズ佳鈴カルメン

14 喜嶋 信晶 福原 久絵

15 久保 英史 松島 由季

16 近藤 誉仁 及川 珠里

17 元島 康治 岩岬 美佳

18 原田 浩史 滝田 智子

19 荒木 宏尚 荒木 頼子

20 三宅 貴大 薬師寺 可南子

21 山口 宏隆 葛岡 エミ

22 山崎 航 尾身 空木

23 山先 充芳 武田 佳子

24 小原 正大 小原 香織

25 小俣 宏晃 杉谷 絵美

26 小野 大輔 中村 佳菜

27 小林 政貴 山本 美希

28 松本 考平 宮崎 華子

29 松本 正人 横山 かおり

30 上村 宏之 堀内 由紀

31 新沼 一成 新沼 亜梨沙

32 森 雅寿 井上 友花

33 森田 飛鷹 清水 えりか

34 杉野 貴史 IREP

35 成田 学 牛澤 友美

36 石原 吉皓 橋本 珠里

37 石川 世翼　 阿部 紗恵子

38 石田 剛 石田 貴子

39 浅井 陽平 山城 美紗

40 足川 拓也 三反田 麻依

41 大谷 源太郎 大谷 志津

42 大谷 亮弥 井上 奈美

43 大内 彰太 初瀬川 千夏

44 谷崎 成彦 藤村 ゆきえ

45 池田 英由樹 池田 香織

46 長島 大志 中尾 友美

47 田村 晃男 若尾 律

48 土屋 太祐 渡邊 純世

49 島田 寛隆 村松 明香

50 藤原 雄介 藤原 麻鈴

第２回 ジャパン ダンス グランプリ　エントリー確認表
ライジングスターダンス競技会【ボールルーム部門】７月１日（土）

3/6



№ リーダー名 パートナー名 № リーダー名 パートナー名

1 後藤 洋平 蒲生 智美 51 日野 雄樹 天野 友莉香

2 松村 光 小川 ちひろ 52 梅田 健二郎 杉田 理紗

3 安田 充希 岩崎 麗 53 梅田 慎太郎 熊井 郁美

4 伊東 佑樹 礒道 佑菜 54 飯沼 敏行 倉岡 美生

5 伊藤 光 中川 サリ 55 平賀 淳也 平賀 かおり

6 猿田 雄二 久保田 幸 56 平川 賢志 吉住 絵梨奈

7 加藤 裕哉 小川 舞子 57 保栄茂 勝己 井上 直子

8 夏見 和彦 日髙 麻衣子 58 野村 直人　 山﨑 かりん

9 岸川 祐輝 岸川 七星 59 頼実 健吾 中原 幸絵

10 鬼束 剛 原田 摩須美 60 落合 哲朗 魚谷 えりか

11 吉川 智 岡本 さと子 61 立石 啓 露口 美咲

12 玉井 征爾 岩澤 桃子 62 澤井 優也 丸野 詩織

13 近藤 智一　 井上 愛香 63 齋田 航 髙城 洋美

14 香積 佑樹 坂内 咲織 64 齋藤 健斗 小川 佳苗

15 高橋 英樹 木崎マリン 65 齊藤 淳 向山 恵生

16 高橋 祐貴 的場 永峯

17 黒野 朝洋 山田 佳奈

18 佐倉 奈雄斗 高辻 なつみ

19 佐藤 光彦 柳澤 陽子

20 佐藤 充 旭 麻美 

21 佐藤 和亀 工藤 周子

22 佐伯 歩人 斉藤 三世

23 笹木 宏良 渡邉 智子

24 三浦 捷人 安樂城 奈智

25 三室 雄司　 武藤 慶子

26 山口 功二 藤山 由香利

27 山崎 雅則 小澤 恵美

28 山本 宣正 山本 晴代

29 山﨑 博道 輿石 美穂

30 寺田 広樹 黒坂 彩子

31 小山 比呂志 榊 美央

32 庄子 悟司 伊藤 泰子

33 神谷 朋昌 植竹 淑恵

34 須藤 将史 伊藤 なお

35 西村 嘉月維 松村 京花

36 青山 智之 岩瀬 麻衣子

37 石井 亜加紗 染野 冴也香

38 川原田 亮 杉下 苑未

39 相田 和也 長田 彩

40 太田 喜之 宮﨑 茉莉亜

41 池田 祐史 小林 あゆ里

42 中村 公紀 大塩 香澄

43 長岡 瞬 長岡 加那子

44 田熊 健太 石田 聖美

45 田川 貴一 安東 ニシャ

46 田中 直樹 石川 真理子

47 渡邉 功 岡田 美咲

48 渡邉 朋典 渡邉 由加里

49 東海林 祐介 立花 悠

50 日暮 健二 久保田 裕美
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№ リーダー名 パートナー名

1 寒河江 貴大 熊木 美和

2 岩崎 将之 冨岡 采花

3 景山 雄紀 宮原 恵那

4 古川 利幸 栗原桃子

5 佐藤 祐馬 久保田 理沙

6 佐野 充 田村 まや

7 守屋 駿 土屋 舞姫

8 小林 開人 松尾 亜梨沙

9 松本 福太郎 髙橋 里奈

10 森川 貴正 石原 加奈子

11 西 幸作 田上ユミ

12 石田 龍之介 村井 絢香

13 孫 祖博 西村 早織

14 大久保 尚浩 渡邉 萌

15 大東 哲平 大東 にに

16 田沢 拓都 須田 美咲

17 渡部 正光 渡部 典子

18 藤森 祐樹 藤森 美奈子

19 内田 和孝 小寺真莉子

20 日比野 湧 和野 歩未

21 米積 雄大 和田 みさり

22 林 宗親 石坂 幸穂

23 濱口 大志 田中 響
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№ リーダー名 パートナー名

1 押川  慧悟 和田 知世

2 加藤 誠一 千賀 絢子

3 海老原 拳人 タカギ ルナ

4 五郡 優樹 山崎 玲美

5 今西 竜矢 今西 心菜

6 佐藤 大輔 三澤 百合子

7 三上 哲史 Jasmiya

8 山田 将平 中原 史子

9 山本 哲郎 工藤 由美子

10 住田 翔 河内 静香

11 小泉 遼 宮﨑 佑希

12 松岡 孝宣 藤原 咲那

13 上浦 光太郎 伊瀬 祐貴子

14 石川 雅敏 柴田 磨美

15 石田 茂之 矢野 美帆子

16 相川 裕太郎 植木 麻奈

17 村瀬 賢一 小笹 詩織

18 大澤 隆太郎 服部 彩加

19 中田 賢 新藤 光

20 塚田 浩二 小島 綾夏

21 田村 聡行 高木 美来

22 徳永 琢毅 徳永 智恵美

23 内川 博貴 手計 苑佳

24 難波 隆之 安田 めぐみ

25 名越 慎悟 名越 明子
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