
ドリーム戦 チャチャチャ

エントリー数： 45

第 1 ヒート

背番号 リーダー パートナー

143 やの(もみじ) ゆい(ステ池)
144 サラダ(ほほえみ) みやちゃん(エコー)
146 こや(ウェンズデー) つるみ(ほほえみ)
147 ねぎ(もみじ) naomie(ユース)
150 とがりん(ウェンズデー) みわどら(ユース)
151 よし(東京ダンス) あっこ(ほほえみ)
152 みつひで(フリー・無所属) にゃおみ(ウェンズデー)
155 のばひろ(桜ヶ丘) yopi(ユース)
156 しずか(ウェンズデー) のばなお(桜ヶ丘)
159 ひらやん(ウェンズデー) マイキー(ほほえみ)
163 なつ(ユース) はるさんろーらん(ステ池)
166 孝司(ユース) ゆりぽん(ポップ)

第 2 ヒート

背番号 リーダー パートナー

172 バトー(フリー・無所属) ともぞう(ステ池)
174 つっちー(ポップ) なおこ(ユース)
175 トーマス(Future) エリ(ほほえみ)
176 ＫＥＮＤＥＳＵ(ほほえみ) あい(ステ池)
177 はただ(ステ池) かおりん(せいせき)
178 しんのすけ(ほほえみ) なかじ(ウェンズデー)
179 ウマタケ(ポップ) マヨ(もみじ)
181 組長(ほほえみ) あまりん(ユース)
182 まさや(せいせき) あんぬ(フリー・無所属)
185 ふくい(ウェンズデー) まりりん(ほほえみ)
188 つげちゃん(桜ヶ丘) ゆかりん(せいせき)

第 3 ヒート

背番号 リーダー パートナー

190 はち(Future) みずき(ステ池)
191 リュウイチ(桜ヶ丘) かな子(みなとみらい)
196 嵐田(エコー) Kyoko(ユース)
197 イマイ(ユース) みー(ステ池)
199 かずゆき(ステ池) ゆき(ユース)
200 まぶち(ほほえみ) こば(ユース)
204 佐藤 広明(ユース) あき(Future)
207 きのP(ユース) ふみこ(せいせき)
208 和田元紀(桜ヶ丘) ゆみこ(エコー)
209 坂本(エコー) みっさ(ほほえみ)
211 どら(ステ池) 太陽の子(Future)

第 4 ヒート

背番号 リーダー パートナー

212 たっくん(もみじ) ゆきこ(ユース)
213 ハジメ(ポップ) マリ(ほほえみ)
215 まさら(もみじ) れーたん(池上)
220 ゆういち(フリー・無所属) むー(ウェンズデー)
221 こばぴ(せいせき) なみへい(桜ヶ丘)
223 レッド(みなとみらい) なほ(ポップ)
225 まいちー(池上) ゆりこ(桜ヶ丘)
226 suge(ほほえみ) ヤドラン(もみじ)
227 たなか(ステ池) カカ(桜ヶ丘)
228 江村俊郎(ダンヒル) えいこ(せいせき)
230 わだあつし(せいせき) ゆみ(Future)

ドリーム戦 ルンバ

エントリー数： 46

第 1 ヒート

背番号 リーダー パートナー

143 やの(もみじ) マイキー(ほほえみ)



144 サラダ(ほほえみ) ゆみこ(エコー)
146 こや(ウェンズデー) みー(ステ池)
149 まーくん(Future) エリ(ほほえみ)
150 とがりん(ウェンズデー) なおこ(ユース)
151 よし(東京ダンス) はるさんろーらん(ステ池)
152 みつひで(フリー・無所属) Kyoko(ユース)
156 しずか(ウェンズデー) マリ(ほほえみ)
159 ひらやん(ウェンズデー) のばなお(桜ヶ丘)
163 なつ(ユース) カカ(桜ヶ丘)
166 孝司(ユース) なかじ(ウェンズデー)
167 しらたく(東京ダンス) ともぞう(ステ池)

第 2 ヒート

背番号 リーダー パートナー

172 バトー(フリー・無所属) あっこ(ほほえみ)
174 つっちー(ポップ) ふみこ(せいせき)
175 トーマス(Future) なみへい(桜ヶ丘)
176 ＫＥＮＤＥＳＵ(ほほえみ) こば(ユース)
177 はただ(ステ池) かな子(みなとみらい)
179 ウマタケ(ポップ) ゆかり(桜ヶ丘)
181 組長(ほほえみ) ゆりぽん(ポップ)
182 まさや(せいせき) あまりん(ユース)
185 ふくい(ウェンズデー) みやちゃん(エコー)
188 つげちゃん(桜ヶ丘) ゆき(ユース)
190 はち(Future) えいこ(せいせき)
191 リュウイチ(桜ヶ丘) マヨ(もみじ)

第 3 ヒート

背番号 リーダー パートナー

196 嵐田(エコー) みのぴ(フリー・無所属)
197 イマイ(ユース) あい(ステ池)
199 かずゆき(ステ池) にゃおみ(ウェンズデー)
200 まぶち(ほほえみ) あんぬ(フリー・無所属)
204 佐藤 広明(ユース) 太陽の子(Future)
207 きのP(ユース) れーたん(池上)
208 和田元紀(桜ヶ丘) ゆい(ステ池)
209 坂本(エコー) まりりん(ほほえみ)
211 どら(ステ池) ちかぽん(ほほえみ)
212 たっくん(もみじ) ゆりこ(桜ヶ丘)
213 ハジメ(ポップ) ユウ(みなとみらい)

第 4 ヒート

背番号 リーダー パートナー

215 まさら(もみじ) みっさ(ほほえみ)
218 あきと(ステ池) むー(ウェンズデー)
220 ゆういち(フリー・無所属) ともこ(ほほえみ)
221 こばぴ(せいせき) つるみ(ほほえみ)
223 レッド(みなとみらい) なほ(ポップ)
225 まいちー(池上) ヤドラン(もみじ)
226 suge(ほほえみ) みずき(ステ池)
227 たなか(ステ池) yopi(ユース)
228 江村俊郎(ダンヒル) ゆきこ(ユース)
230 わだあつし(せいせき) まなか(ほほえみ)
231 あかぴょん(ほほえみ) あき(Future)

ニューフェイス戦 チャチャチャ

エントリー数： 14

第 1 ヒート

背番号 リーダー パートナー

147 ねぎ(もみじ) シイナ(ウェンズデー)
149 まーくん(Future) のばなお(桜ヶ丘)
153 ロッキー(みなとみらい) レイ(みなとみらい)
155 のばひろ(桜ヶ丘) イオ(桜ヶ丘)
158 山下彦二(ダンヒル) 水柿清子(ダンヒル)
168 カイ(東京ダンス) コトノ(東京ダンス)
174 つっちー(ポップ) あさみ(ポップ)



第 2 ヒート

背番号 リーダー パートナー

179 ウマタケ(ポップ) もえ(ポップ)
206 サトケン(東京ダンス) さかな(東京ダンス)
208 和田元紀(桜ヶ丘) あんぬ(フリー・無所属)
210 こうちゃん(みなとみらい) ぽみ(みなとみらい)
214 ゆず(東京ダンス) こふく(東京ダンス)
217 しゅん(ほほえみ) つるみ(ほほえみ)
233 ひろぽん(ステ池) のりこ(フリー・無所属)

ニューフェイス戦 ルンバ

エントリー数： 17

第 1 ヒート

背番号 リーダー パートナー

147 ねぎ(もみじ) モエ(みなとみらい)
149 まーくん(Future) さとぴん(ユース)
155 のばひろ(桜ヶ丘) のばなお(桜ヶ丘)
157 たけぴろ(フリー・無所属) ぽんかん(東京ダンス)
168 カイ(東京ダンス) こふく(東京ダンス)
174 つっちー(ポップ) ひかり(ポップ)
179 ウマタケ(ポップ) あさみ(ポップ)
187 リョータ(ポップ) ゆりぽん(ポップ)
191 リュウイチ(桜ヶ丘) イオ(桜ヶ丘)

第 2 ヒート

背番号 リーダー パートナー

195 シミズ(みなとみらい) アンナ(みなとみらい)
205 かな子(みなとみらい) まお(もみじ)
206 サトケン(東京ダンス) コトノ(東京ダンス)
208 和田元紀(桜ヶ丘) みのぴ(フリー・無所属)
210 こうちゃん(みなとみらい) シイナ(ウェンズデー)
214 ゆず(東京ダンス) のりこ(フリー・無所属)
217 しゅん(ほほえみ) きょーこ。(ほほえみ)
233 ひろぽん(ステ池) みずき(ステ池)

ニューフェイス＆ベテラン戦 サンバ

エントリー数： 30

第 1 ヒート

背番号 リーダー パートナー

142 ピカイチ(ユース) のばなお(桜ヶ丘)
147 ねぎ(もみじ) マヨ(もみじ)
149 まーくん(Future) 太陽の子(Future)
150 とがりん(ウェンズデー) シイナ(ウェンズデー)
155 のばひろ(桜ヶ丘) なみへい(桜ヶ丘)
159 ひらやん(ウェンズデー) ミキ(ウェンズデー)
160 カウカウ(東京ダンス) さかな(東京ダンス)
166 孝司(ユース) えいこ(せいせき)
167 しらたく(東京ダンス) コトノ(東京ダンス)
168 カイ(東京ダンス) ゆかりん(せいせき)

第 2 ヒート

背番号 リーダー パートナー

172 バトー(フリー・無所属) あんぬ(フリー・無所属)
174 つっちー(ポップ) なほ(ポップ)
181 組長(ほほえみ) つるみ(ほほえみ)
183 たく(お台場) なみ(お台場)
185 ふくい(ウェンズデー) むー(ウェンズデー)
188 つげちゃん(桜ヶ丘) あさき(桜ヶ丘)
191 リュウイチ(桜ヶ丘) みっさ(ほほえみ)
194 はまた(ステ池) みずき(ステ池)
202 スズマル(みなとみらい) ぽみ(みなとみらい)
204 佐藤 広明(ユース) さとぴん(ユース)

第 3 ヒート



背番号 リーダー パートナー

207 きのP(ユース) Nagi(ほほえみ)
208 和田元紀(桜ヶ丘) 水柿清子(ダンヒル)
212 たっくん(もみじ) アンナ(みなとみらい)
213 ハジメ(ポップ) ひかり(ポップ)
220 ゆういち(フリー・無所属) ゆりぽん(ポップ)
222 あだち(もみじ) まお(もみじ)
223 レッド(みなとみらい) レイ(みなとみらい)
225 まいちー(池上) マリ(ほほえみ)
231 あかぴょん(ほほえみ) 梨恵(桜ヶ丘)
233 ひろぽん(ステ池) ともぞう(ステ池)

ニューフェイス＆ベテラン戦 ジャイブ

エントリー数： 21

第 1 ヒート

背番号 リーダー パートナー

149 まーくん(Future) ゆみ(Future)
150 とがりん(ウェンズデー) あきこ(ウェンズデー)
155 のばひろ(桜ヶ丘) 太陽の子(Future)
163 なつ(ユース) さとぴん(ユース)
164 なみへい(桜ヶ丘) あさき(桜ヶ丘)
177 はただ(ステ池) はるさんろーらん(ステ池)
181 組長(ほほえみ) きょーこ。(ほほえみ)
185 ふくい(ウェンズデー) シイナ(ウェンズデー)
188 つげちゃん(桜ヶ丘) イオ(桜ヶ丘)
194 はまた(ステ池) えむ(ステ池)
208 和田元紀(桜ヶ丘) 山中明子(ダンヒル)

第 2 ヒート

背番号 リーダー パートナー

212 たっくん(もみじ) かな子(みなとみらい)
213 ハジメ(ポップ) あさみ(ポップ)
217 しゅん(ほほえみ) みっさ(ほほえみ)
221 こばぴ(せいせき) えいこ(せいせき)
224 NBTK(みなとみらい) ぽみ(みなとみらい)
225 まいちー(池上) 水柿清子(ダンヒル)
226 suge(ほほえみ) Nagi(ほほえみ)
227 たなか(ステ池) みずき(ステ池)
230 わだあつし(せいせき) のばなお(桜ヶ丘)
231 あかぴょん(ほほえみ) つるみ(ほほえみ)

フェスティバル戦 サンバ

エントリー数： 22

第 1 ヒート

背番号 リーダー パートナー

141 あばれる(もみじ) りま(もみじ)
143 やの(もみじ) レイ(みなとみらい)
146 こや(ウェンズデー) にゃおみ(ウェンズデー)
149 まーくん(Future) ふみこ(せいせき)
151 よし(東京ダンス) さかな(東京ダンス)
159 ひらやん(ウェンズデー) ルミイ(フリー・無所属)
160 カウカウ(東京ダンス) こふく(東京ダンス)
172 バトー(フリー・無所属) みのぴ(フリー・無所属)
174 つっちー(ポップ) イオ(桜ヶ丘)
175 トーマス(Future) みやちゃん(エコー)
176 ＫＥＮＤＥＳＵ(ほほえみ) あまりん(ユース)

第 2 ヒート

背番号 リーダー パートナー

188 つげちゃん(桜ヶ丘) ゆかり(桜ヶ丘)
189 けーた(東京ダンス) あみ(東京ダンス)
191 リュウイチ(桜ヶ丘) カカ(桜ヶ丘)
198 あき(Future) 和田香織(ユース)
208 和田元紀(桜ヶ丘) のばなお(桜ヶ丘)



209 坂本(エコー) ゆみ(Future)
214 ゆず(東京ダンス) モエ(みなとみらい)
216 ビクター(ほほえみ) Nagi(ほほえみ)
226 suge(ほほえみ) つるみ(ほほえみ)
229 ほっしー(Future) 太陽の子(Future)
232 まえだ(東京ダンス) かな子(みなとみらい)

フェスティバル戦 チャチャチャ

エントリー数： 30

第 1 ヒート

背番号 リーダー パートナー

143 やの(もみじ) りま(もみじ)
146 こや(ウェンズデー) あきこ(ウェンズデー)
148 ちゅん(ほほえみ) あっこ(ほほえみ)
149 まーくん(Future) ゆかりん(せいせき)
151 よし(東京ダンス) こふく(東京ダンス)
155 のばひろ(桜ヶ丘) あき(Future)
159 ひらやん(ウェンズデー) むー(ウェンズデー)
168 カイ(東京ダンス) さかな(東京ダンス)
170 山中明子(ダンヒル) 水柿清子(ダンヒル)
174 つっちー(ポップ) ゆりこ(桜ヶ丘)

第 2 ヒート

背番号 リーダー パートナー

175 トーマス(Future) ゆみ(Future)
176 ＫＥＮＤＥＳＵ(ほほえみ) まりりん(ほほえみ)
178 しんのすけ(ほほえみ) エリ(ほほえみ)
179 ウマタケ(ポップ) ゆりぽん(ポップ)
191 リュウイチ(桜ヶ丘) タカユッキー(ほほえみ)
192 じゅん(ほほえみ) ちかぽん(ほほえみ)
196 嵐田(エコー) 和田香織(ユース)
197 イマイ(ユース) きょーこ。(ほほえみ)
208 和田元紀(桜ヶ丘) なみへい(桜ヶ丘)
209 坂本(エコー) みやちゃん(エコー)

第 3 ヒート

背番号 リーダー パートナー

210 こうちゃん(みなとみらい) かな子(みなとみらい)
212 たっくん(もみじ) ユウ(みなとみらい)
214 ゆず(東京ダンス) ぽんかん(東京ダンス)
216 ビクター(ほほえみ) マイキー(ほほえみ)
219 かおりん(せいせき) カカ(桜ヶ丘)
223 レッド(みなとみらい) モエ(みなとみらい)
226 suge(ほほえみ) メープル(ほほえみ)
227 たなか(ステ池) あやみ(ステ池)
229 ほっしー(Future) のばなお(桜ヶ丘)
232 まえだ(東京ダンス) ニセあやや(東京ダンス)

フェスティバル戦 ルンバ

エントリー数： 29

第 1 ヒート

背番号 リーダー パートナー

141 あばれる(もみじ) シイナ(ウェンズデー)
146 こや(ウェンズデー) なかじ(ウェンズデー)
148 ちゅん(ほほえみ) つるみ(ほほえみ)
149 まーくん(Future) 和田香織(ユース)
151 よし(東京ダンス) きょーこ。(ほほえみ)
154 pancake(ほほえみ) メープル(ほほえみ)
155 のばひろ(桜ヶ丘) ゆみ(Future)
159 ひらやん(ウェンズデー) あきこ(ウェンズデー)
168 カイ(東京ダンス) まなか(ほほえみ)
172 バトー(フリー・無所属) 水柿清子(ダンヒル)

第 2 ヒート

背番号 リーダー パートナー



174 つっちー(ポップ) ゆりぽん(ポップ)
175 トーマス(Future) 太陽の子(Future)
176 ＫＥＮＤＥＳＵ(ほほえみ) ちかぽん(ほほえみ)
178 しんのすけ(ほほえみ) タカユッキー(ほほえみ)
188 つげちゃん(桜ヶ丘) なみへい(桜ヶ丘)
191 リュウイチ(桜ヶ丘) あまりん(ユース)
192 じゅん(ほほえみ) まりりん(ほほえみ)
196 嵐田(エコー) みやちゃん(エコー)
199 かずゆき(ステ池) みずき(ステ池)
206 サトケン(東京ダンス) めぐ(東京ダンス)

第 3 ヒート

背番号 リーダー パートナー

208 和田元紀(桜ヶ丘) カカ(桜ヶ丘)
209 坂本(エコー) あき(Future)
212 たっくん(もみじ) まお(もみじ)
214 ゆず(東京ダンス) ニセあやや(東京ダンス)
216 ビクター(ほほえみ) まい(ほほえみ)
223 レッド(みなとみらい) ユウ(みなとみらい)
224 NBTK(みなとみらい) レイ(みなとみらい)
227 たなか(ステ池) モエ(みなとみらい)
228 江村俊郎(ダンヒル) あんぬ(フリー・無所属)

フェスティバル戦 パソドブレ

エントリー数： 12

第 1 ヒート

背番号 リーダー パートナー

146 こや(ウェンズデー) さっちゃん(ウェンズデー)
149 まーくん(Future) あき(Future)
175 トーマス(Future) yopi(ユース)
176 ＫＥＮＤＥＳＵ(ほほえみ) あっこ(ほほえみ)
179 ウマタケ(ポップ) なほ(ポップ)
188 つげちゃん(桜ヶ丘) ゆりこ(桜ヶ丘)
196 嵐田(エコー) ゆみこ(エコー)
209 坂本(エコー) 太陽の子(Future)
212 たっくん(もみじ) マヨ(もみじ)
216 ビクター(ほほえみ) まりりん(ほほえみ)
226 suge(ほほえみ) ともこ(ほほえみ)
229 ほっしー(Future) ゆみ(Future)

フェスティバル戦 ジャイブ

エントリー数： 13

第 1 ヒート

背番号 リーダー パートナー

146 こや(ウェンズデー) みやちゃん(エコー)
147 ねぎ(もみじ) かな子(みなとみらい)
155 のばひろ(桜ヶ丘) ゆかりん(せいせき)
159 ひらやん(ウェンズデー) さっちゃん(ウェンズデー)
169 みっさ(ほほえみ) まりりん(ほほえみ)
175 トーマス(Future) なおこ(ユース)
176 ＫＥＮＤＥＳＵ(ほほえみ) マイキー(ほほえみ)
188 つげちゃん(桜ヶ丘) カカ(桜ヶ丘)
209 坂本(エコー) ゆみこ(エコー)
216 ビクター(ほほえみ) あまりん(ユース)
226 suge(ほほえみ) あっこ(ほほえみ)
228 江村俊郎(ダンヒル) 水柿清子(ダンヒル)
229 ほっしー(Future) 和田香織(ユース)

オープン戦 サンバ

エントリー数： 26

第 1 ヒート

背番号 リーダー パートナー



142 ピカイチ(ユース) Yoko(ほほえみ)
144 サラダ(ほほえみ) ゆきこ(ユース)
145 けんぞー(ステ池) ともぞう(ステ池)
150 とがりん(ウェンズデー) さっちゃん(ウェンズデー)
151 よし(東京ダンス) つるみ(ほほえみ)
156 しずか(ウェンズデー) シイナ(ウェンズデー)
166 孝司(ユース) 和田香織(ユース)
177 はただ(ステ池) つるちか(ステ池)
181 組長(ほほえみ) あっこ(ほほえみ)
182 まさや(せいせき) えいこ(せいせき)
183 たく(お台場) ゆみ(Future)
190 はち(Future) 太陽の子(Future)
194 はまた(ステ池) Kyoko(ユース)

第 2 ヒート

背番号 リーダー パートナー

200 まぶち(ほほえみ) まりりん(ほほえみ)
202 スズマル(みなとみらい) マヨ(もみじ)
203 花ちゃん(ユース) ゆりこ(桜ヶ丘)
204 佐藤 広明(ユース) ゆき(ユース)
206 サトケン(東京ダンス) むー(ウェンズデー)
207 きのP(ユース) こば(ユース)
213 ハジメ(ポップ) ゆりぽん(ポップ)
218 あきと(ステ池) あい(ステ池)
221 こばぴ(せいせき) ゆかりん(せいせき)
223 レッド(みなとみらい) レイ(みなとみらい)
225 まいちー(池上) みっさ(ほほえみ)
230 わだあつし(せいせき) かおりん(せいせき)
231 あかぴょん(ほほえみ) メープル(ほほえみ)

オープン戦 チャチャチャ

エントリー数： 31

第 1 ヒート

背番号 リーダー パートナー

142 ピカイチ(ユース) Kyoko(ユース)
144 サラダ(ほほえみ) タカユッキー(ほほえみ)
145 けんぞー(ステ池) はるさんろーらん(ステ池)
148 ちゅん(ほほえみ) きょーこ。(ほほえみ)
150 とがりん(ウェンズデー) にゃおみ(ウェンズデー)
156 しずか(ウェンズデー) りま(もみじ)
160 カウカウ(東京ダンス) kinako(東京ダンス)
163 なつ(ユース) あっこ(ほほえみ)
166 孝司(ユース) naomie(ユース)
167 しらたく(東京ダンス) さかな(東京ダンス)
177 はただ(ステ池) あい(ステ池)

第 2 ヒート

背番号 リーダー パートナー

179 ウマタケ(ポップ) つるみ(ほほえみ)
181 組長(ほほえみ) みずき(ステ池)
182 まさや(せいせき) あさき(桜ヶ丘)
185 ふくい(ウェンズデー) なかじ(ウェンズデー)
190 はち(Future) ふみこ(せいせき)
194 はまた(ステ池) わく(ステ池)
200 まぶち(ほほえみ) れーたん(池上)
202 スズマル(みなとみらい) レイ(みなとみらい)
204 佐藤 広明(ユース) みわどら(ユース)
207 きのP(ユース) みっさ(ほほえみ)

第 3 ヒート

背番号 リーダー パートナー

211 どら(ステ池) ルミイ(フリー・無所属)
212 たっくん(もみじ) むー(ウェンズデー)
213 ハジメ(ポップ) なみへい(桜ヶ丘)
215 まさら(もみじ) ヤドラン(もみじ)
218 あきと(ステ池) ともぞう(ステ池)



221 こばぴ(せいせき) かおりん(せいせき)
224 NBTK(みなとみらい) マヨ(もみじ)
225 まいちー(池上) 太陽の子(Future)
230 わだあつし(せいせき) yopi(ユース)
231 あかぴょん(ほほえみ) ともこ(ほほえみ)

オープン戦 ルンバ

エントリー数： 39

第 1 ヒート

背番号 リーダー パートナー

142 ピカイチ(ユース) マイキー(ほほえみ)
143 やの(もみじ) マヨ(もみじ)
144 サラダ(ほほえみ) なおこ(ユース)
148 ちゅん(ほほえみ) あまりん(ユース)
151 よし(東京ダンス) kinako(東京ダンス)
156 しずか(ウェンズデー) なおみ(ウェンズデー)
158 山下彦二(ダンヒル) 山中明子(ダンヒル)
159 ひらやん(ウェンズデー) シイナ(ウェンズデー)
160 カウカウ(東京ダンス) つるみ(ほほえみ)
163 なつ(ユース) ゆきこ(ユース)
166 孝司(ユース) ゆかりん(せいせき)
167 しらたく(東京ダンス) こふく(東京ダンス)
173 ゆうぞー(桜ヶ丘) ゆかり(桜ヶ丘)

第 2 ヒート

背番号 リーダー パートナー

177 はただ(ステ池) ともぞう(ステ池)
178 しんのすけ(ほほえみ) ふみこ(せいせき)
181 組長(ほほえみ) ともこ(ほほえみ)
182 まさや(せいせき) かおりん(せいせき)
183 たく(お台場) なみ(お台場)
185 ふくい(ウェンズデー) さっちゃん(ウェンズデー)
190 はち(Future) のばなお(桜ヶ丘)
193 タクリッツゥオ(ユース) みわどら(ユース)
194 はまた(ステ池) あい(ステ池)
200 まぶち(ほほえみ) マリ(ほほえみ)
202 スズマル(みなとみらい) りま(もみじ)
203 花ちゃん(ユース) こば(ユース)
204 佐藤 広明(ユース) 和田香織(ユース)

第 3 ヒート

背番号 リーダー パートナー

206 サトケン(東京ダンス) はすみん(東京ダンス)
207 きのP(ユース) Kyoko(ユース)
211 どら(ステ池) yopi(ユース)
213 ハジメ(ポップ) あゆみ(ポップ)
218 あきと(ステ池) はるさんろーらん(ステ池)
220 ゆういち(フリー・無所属) ゆりぽん(ポップ)
221 こばぴ(せいせき) あさき(桜ヶ丘)
223 レッド(みなとみらい) ぽみ(みなとみらい)
225 まいちー(池上) れーたん(池上)
226 suge(ほほえみ) なみへい(桜ヶ丘)
229 ほっしー(Future) あき(Future)
230 わだあつし(せいせき) あっこ(ほほえみ)
231 あかぴょん(ほほえみ) ゆき(ユース)

オープン戦 パソドブレ

エントリー数： 21

第 1 ヒート

背番号 リーダー パートナー

142 ピカイチ(ユース) あまりん(ユース)
143 やの(もみじ) ユウ(みなとみらい)
150 とがりん(ウェンズデー) なかじ(ウェンズデー)
163 なつ(ユース) yopi(ユース)



166 孝司(ユース) Kyoko(ユース)
177 はただ(ステ池) みずき(ステ池)
181 組長(ほほえみ) マイキー(ほほえみ)
183 たく(お台場) 和田香織(ユース)
185 ふくい(ウェンズデー) にゃおみ(ウェンズデー)
190 はち(Future) ゆき(ユース)
194 はまた(ステ池) はるさんろーらん(ステ池)

第 2 ヒート

背番号 リーダー パートナー

200 まぶち(ほほえみ) みっさ(ほほえみ)
202 スズマル(みなとみらい) かな子(みなとみらい)
207 きのP(ユース) naomie(ユース)
211 どら(ステ池) 奈っちゃん(ステ池)
218 あきと(ステ池) わく(ステ池)
221 こばぴ(せいせき) ゆみ(Future)
224 NBTK(みなとみらい) もみ(みなとみらい)
225 まいちー(池上) なほ(ポップ)
230 わだあつし(せいせき) ふみこ(せいせき)
231 あかぴょん(ほほえみ) きょーこ。(ほほえみ)

オープン戦 ジャイブ

エントリー数： 22

第 1 ヒート

背番号 リーダー パートナー

142 ピカイチ(ユース) ちかぽん(ほほえみ)
145 けんぞー(ステ池) つるちか(ステ池)
156 しずか(ウェンズデー) マヨ(もみじ)
166 孝司(ユース) yopi(ユース)
177 はただ(ステ池) あやみ(ステ池)
178 しんのすけ(ほほえみ) ともこ(ほほえみ)
181 組長(ほほえみ) みっさ(ほほえみ)
182 まさや(せいせき) ゆりこ(桜ヶ丘)
183 たく(お台場) Kyoko(ユース)
184 さとる(東京ダンス) はすみん(東京ダンス)
190 はち(Future) 和田香織(ユース)

第 2 ヒート

背番号 リーダー パートナー

194 はまた(ステ池) ともぞう(ステ池)
200 まぶち(ほほえみ) メープル(ほほえみ)
202 スズマル(みなとみらい) ユウ(みなとみらい)
207 きのP(ユース) マイキー(ほほえみ)
211 どら(ステ池) あい(ステ池)
213 ハジメ(ポップ) なほ(ポップ)
221 こばぴ(せいせき) れーたん(池上)
224 NBTK(みなとみらい) りま(もみじ)
225 まいちー(池上) 山中明子(ダンヒル)
230 わだあつし(せいせき) なおこ(ユース)
231 あかぴょん(ほほえみ) Yoko(ほほえみ)

サークル対抗戦 チャチャチャ

エントリー数： 9

第 1 ヒート

背番号 リーダー パートナー

145 けんぞー(ステ池) はるさんろーらん(ステ池)
167 しらたく(東京ダンス) コトノ(東京ダンス)
173 ゆうぞー(桜ヶ丘) ゆかり(桜ヶ丘)
185 ふくい(ウェンズデー) シイナ(ウェンズデー)
195 シミズ(みなとみらい) ぽみ(みなとみらい)
200 まぶち(ほほえみ) みっさ(ほほえみ)
204 佐藤 広明(ユース) みわどら(ユース)
215 まさら(もみじ) ヤドラン(もみじ)
221 こばぴ(せいせき) 太陽の子(Future)



サークル対抗戦 ルンバ

エントリー数： 10

第 1 ヒート

背番号 リーダー パートナー

143 やの(もみじ) マヨ(もみじ)
156 しずか(ウェンズデー) むー(ウェンズデー)
161 りょーた(東京ダンス) marie(東京ダンス)
174 つっちー(ポップ) ゆりぽん(ポップ)
181 組長(ほほえみ) つるみ(ほほえみ)
183 たく(お台場) なみ(お台場)
190 はち(Future) ゆかりん(せいせき)
207 きのP(ユース) Kyoko(ユース)
218 あきと(ステ池) あい(ステ池)
224 NBTK(みなとみらい) もみ(みなとみらい)

サークル対抗戦 ジャイブ

エントリー数： 9

第 1 ヒート

背番号 リーダー パートナー

147 ねぎ(もみじ) モエ(みなとみらい)
150 とがりん(ウェンズデー) さっちゃん(ウェンズデー)
166 孝司(ユース) yopi(ユース)
175 トーマス(Future) みやちゃん(エコー)
184 さとる(東京ダンス) はすみん(東京ダンス)
194 はまた(ステ池) ともぞう(ステ池)
202 スズマル(みなとみらい) ユウ(みなとみらい)
213 ハジメ(ポップ) なほ(ポップ)
226 suge(ほほえみ) あっこ(ほほえみ)

ドリーム戦 ワルツ

エントリー数： 48

第 1 ヒート

背番号 リーダー パートナー

141 あばれる(もみじ) むー(ウェンズデー)
143 やの(もみじ) なかじ(ウェンズデー)
144 サラダ(ほほえみ) かおりん(せいせき)
146 こや(ウェンズデー) のばなお(桜ヶ丘)
149 まーくん(Future) naomie(ユース)
150 とがりん(ウェンズデー) yopi(ユース)
151 よし(東京ダンス) ふみこ(せいせき)
152 みつひで(フリー・無所属) なおこ(ユース)
156 しずか(ウェンズデー) ちかぽん(ほほえみ)
159 ひらやん(ウェンズデー) ＫＴ(ほほえみ)
163 なつ(ユース) stacey(東京ダンス)
165 直也(ユース) マイキー(ほほえみ)

第 2 ヒート

背番号 リーダー パートナー

166 孝司(ユース) ゆい(ステ池)
167 しらたく(東京ダンス) あやみ(ステ池)
172 バトー(フリー・無所属) あまりん(ユース)
174 つっちー(ポップ) マリ(ほほえみ)
175 トーマス(Future) みやちゃん(エコー)
176 ＫＥＮＤＥＳＵ(ほほえみ) にゃおみ(ウェンズデー)
177 はただ(ステ池) ゆみ(Future)
178 しんのすけ(ほほえみ) ゆきこ(ユース)
181 組長(ほほえみ) こば(ユース)
182 まさや(せいせき) ゆかり(桜ヶ丘)
185 ふくい(ウェンズデー) ゆりこ(桜ヶ丘)
186 イナックス(東京ダンス) かな子(みなとみらい)

第 3 ヒート



背番号 リーダー パートナー

188 つげちゃん(桜ヶ丘) まなか(ほほえみ)
190 はち(Future) なみへい(桜ヶ丘)
191 リュウイチ(桜ヶ丘) ゆかりん(せいせき)
196 嵐田(エコー) ヤドラン(もみじ)
197 イマイ(ユース) ともぞう(ステ池)
199 かずゆき(ステ池) みっさ(ほほえみ)
200 まぶち(ほほえみ) りま(もみじ)
206 サトケン(東京ダンス) まい(ほほえみ)
207 きのP(ユース) タカユッキー(ほほえみ)
209 坂本(エコー) はるさんろーらん(ステ池)
210 こうちゃん(みなとみらい) カカ(桜ヶ丘)
211 どら(ステ池) あき(Future)

第 4 ヒート

背番号 リーダー パートナー

213 ハジメ(ポップ) Kyoko(ユース)
215 まさら(もみじ) なほ(ポップ)
216 ビクター(ほほえみ) マヨ(もみじ)
220 ゆういち(フリー・無所属) れーたん(池上)
221 こばぴ(せいせき) ゆりぽん(ポップ)
223 レッド(みなとみらい) あっこ(ほほえみ)
225 まいちー(池上) みー(ステ池)
226 suge(ほほえみ) みずき(ステ池)
227 たなか(ステ池) ユウ(みなとみらい)
228 江村俊郎(ダンヒル) つるみ(ほほえみ)
230 わだあつし(せいせき) ゆき(ユース)
231 あかぴょん(ほほえみ) シイナ(ウェンズデー)

ドリーム戦 タンゴ

エントリー数： 43

第 1 ヒート

背番号 リーダー パートナー

141 あばれる(もみじ) はるさんろーらん(ステ池)
143 やの(もみじ) ユウ(みなとみらい)
144 サラダ(ほほえみ) かおりん(せいせき)
146 こや(ウェンズデー) ゆみ(Future)
150 とがりん(ウェンズデー) あき(Future)
151 よし(東京ダンス) つるみ(ほほえみ)
152 みつひで(フリー・無所属) みっさ(ほほえみ)
156 しずか(ウェンズデー) ゆかり(桜ヶ丘)
159 ひらやん(ウェンズデー) なほ(ポップ)
163 なつ(ユース) ゆかりん(せいせき)
165 直也(ユース) みー(ステ池)

第 2 ヒート

背番号 リーダー パートナー

166 孝司(ユース) 太陽の子(Future)
172 バトー(フリー・無所属) エリ(ほほえみ)
174 つっちー(ポップ) まい(ほほえみ)
175 トーマス(Future) ふみこ(せいせき)
176 ＫＥＮＤＥＳＵ(ほほえみ) なおこ(ユース)
177 はただ(ステ池) ゆき(ユース)
178 しんのすけ(ほほえみ) ともぞう(ステ池)
181 組長(ほほえみ) カカ(桜ヶ丘)
182 まさや(せいせき) ゆい(ステ池)
185 ふくい(ウェンズデー) naomie(ユース)
186 イナックス(東京ダンス) なみへい(桜ヶ丘)

第 3 ヒート

背番号 リーダー パートナー

188 つげちゃん(桜ヶ丘) にゃおみ(ウェンズデー)
190 はち(Future) ちかぽん(ほほえみ)
191 リュウイチ(桜ヶ丘) むー(ウェンズデー)
196 嵐田(エコー) まりりん(ほほえみ)
197 イマイ(ユース) stacey(東京ダンス)



199 かずゆき(ステ池) のばなお(桜ヶ丘)
206 サトケン(東京ダンス) かな子(みなとみらい)
207 きのP(ユース) りま(もみじ)
209 坂本(エコー) あい(ステ池)
211 どら(ステ池) こば(ユース)
213 ハジメ(ポップ) あまりん(ユース)

第 4 ヒート

背番号 リーダー パートナー

215 まさら(もみじ) みずき(ステ池)
216 ビクター(ほほえみ) シイナ(ウェンズデー)
220 ゆういち(フリー・無所属) まなか(ほほえみ)
221 こばぴ(せいせき) マヨ(もみじ)
223 レッド(みなとみらい) マリ(ほほえみ)
225 まいちー(池上) ゆりこ(桜ヶ丘)
226 suge(ほほえみ) れーたん(池上)
227 たなか(ステ池) ゆきこ(ユース)
228 江村俊郎(ダンヒル) ヤドラン(もみじ)
230 わだあつし(せいせき) タカユッキー(ほほえみ)

ニューフェイス戦 ワルツ

エントリー数： 15

第 1 ヒート

背番号 リーダー パートナー

147 ねぎ(もみじ) シイナ(ウェンズデー)
149 まーくん(Future) さとぴん(ユース)
153 ロッキー(みなとみらい) アンナ(みなとみらい)
155 のばひろ(桜ヶ丘) のばなお(桜ヶ丘)
157 たけぴろ(フリー・無所属) ぽんかん(東京ダンス)
168 カイ(東京ダンス) コトノ(東京ダンス)
174 つっちー(ポップ) あさき(桜ヶ丘)
179 ウマタケ(ポップ) あさみ(ポップ)

第 2 ヒート

背番号 リーダー パートナー

191 リュウイチ(桜ヶ丘) イオ(桜ヶ丘)
206 サトケン(東京ダンス) あさこ(東京ダンス)
208 和田元紀(桜ヶ丘) ゆりぽん(ポップ)
210 こうちゃん(みなとみらい) むー(ウェンズデー)
214 ゆず(東京ダンス) こふく(東京ダンス)
217 しゅん(ほほえみ) つるみ(ほほえみ)
233 ひろぽん(ステ池) みずき(ステ池)

ニューフェイス戦 タンゴ

エントリー数： 12

第 1 ヒート

背番号 リーダー パートナー

149 まーくん(Future) えいこ(せいせき)
153 ロッキー(みなとみらい) モエ(みなとみらい)
155 のばひろ(桜ヶ丘) あさき(桜ヶ丘)
168 カイ(東京ダンス) こふく(東京ダンス)
174 つっちー(ポップ) あさみ(ポップ)
179 ウマタケ(ポップ) のばなお(桜ヶ丘)
191 リュウイチ(桜ヶ丘) 梨恵(桜ヶ丘)
206 サトケン(東京ダンス) めぐ(東京ダンス)
208 和田元紀(桜ヶ丘) 水柿清子(ダンヒル)
210 こうちゃん(みなとみらい) シイナ(ウェンズデー)
214 ゆず(東京ダンス) ぽんかん(東京ダンス)
233 ひろぽん(ステ池) のりこ(フリー・無所属)

ニューフェイス＆ベテラン戦 スロー

エントリー数： 25

第 1 ヒート



背番号 リーダー パートナー

142 ピカイチ(ユース) つるみ(ほほえみ)
147 ねぎ(もみじ) りま(もみじ)
149 まーくん(Future) あき(Future)
153 ロッキー(みなとみらい) まなか(ほほえみ)
155 のばひろ(桜ヶ丘) ゆみ(Future)
159 ひらやん(ウェンズデー) ミキ(ウェンズデー)
174 つっちー(ポップ) なみへい(桜ヶ丘)
175 トーマス(Future) さとぴん(ユース)
177 はただ(ステ池) はるさんろーらん(ステ池)
179 ウマタケ(ポップ) なほ(ポップ)
181 組長(ほほえみ) みー(ステ池)
188 つげちゃん(桜ヶ丘) のばなお(桜ヶ丘)
191 リュウイチ(桜ヶ丘) ちかぽん(ほほえみ)

第 2 ヒート

背番号 リーダー パートナー

194 はまた(ステ池) みずき(ステ池)
199 かずゆき(ステ池) ゆい(ステ池)
212 たっくん(もみじ) ぽみ(みなとみらい)
213 ハジメ(ポップ) イオ(桜ヶ丘)
216 ビクター(ほほえみ) Nagi(ほほえみ)
217 しゅん(ほほえみ) なおこ(ユース)
222 あだち(もみじ) まお(もみじ)
223 レッド(みなとみらい) レイ(みなとみらい)
226 suge(ほほえみ) マリ(ほほえみ)
230 わだあつし(せいせき) えいこ(せいせき)
231 あかぴょん(ほほえみ) きょーこ。(ほほえみ)
233 ひろぽん(ステ池) ともぞう(ステ池)

ニューフェイス＆ベテラン戦 クイック

エントリー数： 26

第 1 ヒート

背番号 リーダー パートナー

142 ピカイチ(ユース) さとぴん(ユース)
149 まーくん(Future) ゆき(ユース)
153 ロッキー(みなとみらい) マヨ(もみじ)
155 のばひろ(桜ヶ丘) ゆりこ(桜ヶ丘)
159 ひらやん(ウェンズデー) シイナ(ウェンズデー)
165 直也(ユース) のばなお(桜ヶ丘)
166 孝司(ユース) えいこ(せいせき)
167 しらたく(東京ダンス) こふく(東京ダンス)
168 カイ(東京ダンス) ゆかりん(せいせき)
171 りま(もみじ) むー(ウェンズデー)
172 バトー(フリー・無所属) 水柿清子(ダンヒル)
174 つっちー(ポップ) なほ(ポップ)
181 組長(ほほえみ) はるさんろーらん(ステ池)

第 2 ヒート

背番号 リーダー パートナー

182 まさや(せいせき) イオ(桜ヶ丘)
183 たく(お台場) なみ(お台場)
185 ふくい(ウェンズデー) あきこ(ウェンズデー)
188 つげちゃん(桜ヶ丘) 梨恵(桜ヶ丘)
191 リュウイチ(桜ヶ丘) なみへい(桜ヶ丘)
194 はまた(ステ池) えむ(ステ池)
207 きのP(ユース) きょーこ。(ほほえみ)
211 どら(ステ池) みずき(ステ池)
212 たっくん(もみじ) かな子(みなとみらい)
216 ビクター(ほほえみ) つるみ(ほほえみ)
217 しゅん(ほほえみ) マイキー(ほほえみ)
230 わだあつし(せいせき) あさき(桜ヶ丘)
231 あかぴょん(ほほえみ) Nagi(ほほえみ)

フェスティバル戦 ワルツ



エントリー数： 37

第 1 ヒート

背番号 リーダー パートナー

146 こや(ウェンズデー) なかじ(ウェンズデー)
149 まーくん(Future) 太陽の子(Future)
150 とがりん(ウェンズデー) さっちゃん(ウェンズデー)
151 よし(東京ダンス) つるみ(ほほえみ)
154 pancake(ほほえみ) マイキー(ほほえみ)
155 のばひろ(桜ヶ丘) ゆかりん(せいせき)
156 しずか(ウェンズデー) シイナ(ウェンズデー)
159 ひらやん(ウェンズデー) あきこ(ウェンズデー)
160 カウカウ(東京ダンス) こふく(東京ダンス)
168 カイ(東京ダンス) まなか(ほほえみ)
170 山中明子(ダンヒル) 水柿清子(ダンヒル)
173 ゆうぞー(桜ヶ丘) 梨恵(桜ヶ丘)
174 つっちー(ポップ) のばなお(桜ヶ丘)

第 2 ヒート

背番号 リーダー パートナー

175 トーマス(Future) naomie(ユース)
176 ＫＥＮＤＥＳＵ(ほほえみ) みっさ(ほほえみ)
178 しんのすけ(ほほえみ) しほり(ほほえみ)
188 つげちゃん(桜ヶ丘) ちかぽん(ほほえみ)
189 けーた(東京ダンス) あみ(東京ダンス)
191 リュウイチ(桜ヶ丘) まい(ほほえみ)
192 じゅん(ほほえみ) まりりん(ほほえみ)
196 嵐田(エコー) ゆみ(Future)
197 イマイ(ユース) こば(ユース)
199 かずゆき(ステ池) みずき(ステ池)
200 まぶち(ほほえみ) Nagi(ほほえみ)
201 職人(フリー・無所属) ぽんかん(東京ダンス)

第 3 ヒート

背番号 リーダー パートナー

203 花ちゃん(ユース) あまりん(ユース)
204 佐藤 広明(ユース) なおこ(ユース)
206 サトケン(東京ダンス) アンナ(みなとみらい)
207 きのP(ユース) エリ(ほほえみ)
212 たっくん(もみじ) マヨ(もみじ)
215 まさら(もみじ) ヤドラン(もみじ)
218 あきと(ステ池) あい(ステ池)
223 レッド(みなとみらい) レイ(みなとみらい)
225 まいちー(池上) れーたん(池上)
227 たなか(ステ池) あやみ(ステ池)
230 わだあつし(せいせき) ゆき(ユース)
232 まえだ(東京ダンス) かな子(みなとみらい)

フェスティバル戦 タンゴ

エントリー数： 33

第 1 ヒート

背番号 リーダー パートナー

146 こや(ウェンズデー) さっちゃん(ウェンズデー)
149 まーくん(Future) かおりん(せいせき)
150 とがりん(ウェンズデー) にゃおみ(ウェンズデー)
151 よし(東京ダンス) こふく(東京ダンス)
154 pancake(ほほえみ) ＫＴ(ほほえみ)
155 のばひろ(桜ヶ丘) 太陽の子(Future)
156 しずか(ウェンズデー) あきこ(ウェンズデー)
168 カイ(東京ダンス) はしづめ(東京ダンス)
171 りま(もみじ) シイナ(ウェンズデー)
172 バトー(フリー・無所属) あんぬ(フリー・無所属)
174 つっちー(ポップ) 梨恵(桜ヶ丘)

第 2 ヒート

背番号 リーダー パートナー



175 トーマス(Future) ゆみ(Future)
176 ＫＥＮＤＥＳＵ(ほほえみ) ちかぽん(ほほえみ)
178 しんのすけ(ほほえみ) エリ(ほほえみ)
188 つげちゃん(桜ヶ丘) カカ(桜ヶ丘)
191 リュウイチ(桜ヶ丘) Nagi(ほほえみ)
192 じゅん(ほほえみ) まなか(ほほえみ)
193 タクリッツゥオ(ユース) みっさ(ほほえみ)
196 嵐田(エコー) yopi(ユース)
197 イマイ(ユース) まりりん(ほほえみ)
199 かずゆき(ステ池) えむ(ステ池)
200 まぶち(ほほえみ) しほり(ほほえみ)

第 3 ヒート

背番号 リーダー パートナー

204 佐藤 広明(ユース) ゆき(ユース)
207 きのP(ユース) つるみ(ほほえみ)
212 たっくん(もみじ) レイ(みなとみらい)
218 あきと(ステ池) はるさんろーらん(ステ池)
223 レッド(みなとみらい) アンナ(みなとみらい)
225 まいちー(池上) なほ(ポップ)
227 たなか(ステ池) みずき(ステ池)
228 江村俊郎(ダンヒル) 水柿清子(ダンヒル)
229 ほっしー(Future) のばなお(桜ヶ丘)
230 わだあつし(せいせき) naomie(ユース)
232 まえだ(東京ダンス) ニセあやや(東京ダンス)

フェスティバル戦 ヴェニーズワルツ

エントリー数： 15

第 1 ヒート

背番号 リーダー パートナー

146 こや(ウェンズデー) シイナ(ウェンズデー)
159 ひらやん(ウェンズデー) さっちゃん(ウェンズデー)
175 トーマス(Future) 太陽の子(Future)
176 ＫＥＮＤＥＳＵ(ほほえみ) マリ(ほほえみ)
188 つげちゃん(桜ヶ丘) なほ(ポップ)
196 嵐田(エコー) みやちゃん(エコー)
197 イマイ(ユース) メープル(ほほえみ)
200 まぶち(ほほえみ) naomie(ユース)

第 2 ヒート

背番号 リーダー パートナー

207 きのP(ユース) ＫＴ(ほほえみ)
210 こうちゃん(みなとみらい) レイ(みなとみらい)
212 たっくん(もみじ) なかじ(ウェンズデー)
225 まいちー(池上) ゆかり(桜ヶ丘)
227 たなか(ステ池) しほり(ほほえみ)
229 ほっしー(Future) あき(Future)
230 わだあつし(せいせき) あまりん(ユース)

フェスティバル戦 スロー

エントリー数： 23

第 1 ヒート

背番号 リーダー パートナー

146 こや(ウェンズデー) にゃおみ(ウェンズデー)
150 とがりん(ウェンズデー) なかじ(ウェンズデー)
155 のばひろ(桜ヶ丘) かおりん(せいせき)
156 しずか(ウェンズデー) レイ(みなとみらい)
159 ひらやん(ウェンズデー) ルミイ(フリー・無所属)
173 ゆうぞー(桜ヶ丘) ゆかり(桜ヶ丘)
175 トーマス(Future) こば(ユース)
176 ＫＥＮＤＥＳＵ(ほほえみ) しほり(ほほえみ)
178 しんのすけ(ほほえみ) タカユッキー(ほほえみ)
188 つげちゃん(桜ヶ丘) マリ(ほほえみ)
191 リュウイチ(桜ヶ丘) れーたん(池上)



192 じゅん(ほほえみ) Nagi(ほほえみ)

第 2 ヒート

背番号 リーダー パートナー

196 嵐田(エコー) naomie(ユース)
197 イマイ(ユース) ちかぽん(ほほえみ)
204 佐藤 広明(ユース) ゆきこ(ユース)
206 サトケン(東京ダンス) はすみん(東京ダンス)
207 きのP(ユース) まなか(ほほえみ)
209 坂本(エコー) みやちゃん(エコー)
210 こうちゃん(みなとみらい) かな子(みなとみらい)
212 たっくん(もみじ) さっちゃん(ウェンズデー)
225 まいちー(池上) Kyoko(ユース)
227 たなか(ステ池) モエ(みなとみらい)
230 わだあつし(せいせき) のばなお(桜ヶ丘)

フェスティバル戦 クイック

エントリー数： 24

第 1 ヒート

背番号 リーダー パートナー

146 こや(ウェンズデー) みやちゃん(エコー)
155 のばひろ(桜ヶ丘) なみへい(桜ヶ丘)
156 しずか(ウェンズデー) さっちゃん(ウェンズデー)
158 山下彦二(ダンヒル) 水柿清子(ダンヒル)
168 カイ(東京ダンス) しほり(ほほえみ)
175 トーマス(Future) あき(Future)
176 ＫＥＮＤＥＳＵ(ほほえみ) あまりん(ユース)
191 リュウイチ(桜ヶ丘) エリ(ほほえみ)
195 シミズ(みなとみらい) レイ(みなとみらい)
196 嵐田(エコー) 太陽の子(Future)
197 イマイ(ユース) つるみ(ほほえみ)
199 かずゆき(ステ池) つるちか(ステ池)

第 2 ヒート

背番号 リーダー パートナー

200 まぶち(ほほえみ) まい(ほほえみ)
203 花ちゃん(ユース) あっこ(ほほえみ)
204 佐藤 広明(ユース) naomie(ユース)
206 サトケン(東京ダンス) はしづめ(東京ダンス)
207 きのP(ユース) れーたん(池上)
209 坂本(エコー) なかじ(ウェンズデー)
212 たっくん(もみじ) まお(もみじ)
214 ゆず(東京ダンス) モエ(みなとみらい)
218 あきと(ステ池) ともぞう(ステ池)
225 まいちー(池上) なおこ(ユース)
227 たなか(ステ池) まなか(ほほえみ)
230 わだあつし(せいせき) ゆかりん(せいせき)

オープン戦 ワルツ

エントリー数： 31

第 1 ヒート

背番号 リーダー パートナー

141 あばれる(もみじ) むー(ウェンズデー)
142 ピカイチ(ユース) のばなお(桜ヶ丘)
143 やの(もみじ) りま(もみじ)
144 サラダ(ほほえみ) ともこ(ほほえみ)
148 ちゅん(ほほえみ) しほり(ほほえみ)
154 pancake(ほほえみ) メープル(ほほえみ)
158 山下彦二(ダンヒル) 山中明子(ダンヒル)
160 カウカウ(東京ダンス) つるみ(ほほえみ)
163 なつ(ユース) Kyoko(ユース)
165 直也(ユース) yopi(ユース)
166 孝司(ユース) なおこ(ユース)



第 2 ヒート

背番号 リーダー パートナー

167 しらたく(東京ダンス) コトノ(東京ダンス)
168 カイ(東京ダンス) さかな(東京ダンス)
177 はただ(ステ池) つるちか(ステ池)
180 チャーリー(ユース) ゆきこ(ユース)
181 組長(ほほえみ) みー(ステ池)
182 まさや(せいせき) ゆかりん(せいせき)
183 たく(お台場) なみ(お台場)
185 ふくい(ウェンズデー) シイナ(ウェンズデー)
187 リョータ(ポップ) なほ(ポップ)
188 つげちゃん(桜ヶ丘) れーたん(池上)

第 3 ヒート

背番号 リーダー パートナー

190 はち(Future) あき(Future)
194 はまた(ステ池) はるさんろーらん(ステ池)
197 イマイ(ユース) あまりん(ユース)
202 スズマル(みなとみらい) マヨ(もみじ)
206 サトケン(東京ダンス) ニセあやや(東京ダンス)
211 どら(ステ池) 奈っちゃん(ステ池)
216 ビクター(ほほえみ) まい(ほほえみ)
221 こばぴ(せいせき) ふみこ(せいせき)
226 suge(ほほえみ) なみへい(桜ヶ丘)
231 あかぴょん(ほほえみ) あっこ(ほほえみ)

オープン戦 タンゴ

エントリー数： 32

第 1 ヒート

背番号 リーダー パートナー

141 あばれる(もみじ) りま(もみじ)
142 ピカイチ(ユース) ゆき(ユース)
143 やの(もみじ) ユウ(みなとみらい)
144 サラダ(ほほえみ) マイキー(ほほえみ)
148 ちゅん(ほほえみ) マリ(ほほえみ)
150 とがりん(ウェンズデー) シイナ(ウェンズデー)
151 よし(東京ダンス) Nagi(ほほえみ)
154 pancake(ほほえみ) まなか(ほほえみ)
156 しずか(ウェンズデー) ミキ(ウェンズデー)
160 カウカウ(東京ダンス) kinako(東京ダンス)
163 なつ(ユース) naomie(ユース)

第 2 ヒート

背番号 リーダー パートナー

165 直也(ユース) こば(ユース)
166 孝司(ユース) Kyoko(ユース)
167 しらたく(東京ダンス) さかな(東京ダンス)
177 はただ(ステ池) あやみ(ステ池)
178 しんのすけ(ほほえみ) まりりん(ほほえみ)
181 組長(ほほえみ) まい(ほほえみ)
182 まさや(せいせき) なみへい(桜ヶ丘)
183 たく(お台場) 太陽の子(Future)
185 ふくい(ウェンズデー) なかじ(ウェンズデー)
186 イナックス(東京ダンス) stacey(東京ダンス)
190 はち(Future) のばなお(桜ヶ丘)

第 3 ヒート

背番号 リーダー パートナー

194 はまた(ステ池) ともぞう(ステ池)
196 嵐田(エコー) あき(Future)
202 スズマル(みなとみらい) レイ(みなとみらい)
211 どら(ステ池) yopi(ユース)
213 ハジメ(ポップ) れーたん(池上)
216 ビクター(ほほえみ) ともこ(ほほえみ)
221 こばぴ(せいせき) ゆかりん(せいせき)
222 あだち(もみじ) マヨ(もみじ)



226 suge(ほほえみ) みっさ(ほほえみ)
231 あかぴょん(ほほえみ) なおこ(ユース)

オープン戦 ヴェニーズワルツ

エントリー数： 22

第 1 ヒート

背番号 リーダー パートナー

141 あばれる(もみじ) シイナ(ウェンズデー)
142 ピカイチ(ユース) みっさ(ほほえみ)
144 サラダ(ほほえみ) ちかぽん(ほほえみ)
145 けんぞー(ステ池) ともぞう(ステ池)
163 なつ(ユース) ゆき(ユース)
165 直也(ユース) ゆみ(Future)
166 孝司(ユース) ゆかりん(せいせき)
168 カイ(東京ダンス) つるみ(ほほえみ)
177 はただ(ステ池) あい(ステ池)
180 チャーリー(ユース) あっこ(ほほえみ)
181 組長(ほほえみ) なおこ(ユース)

第 2 ヒート

背番号 リーダー パートナー

182 まさや(せいせき) れーたん(池上)
183 たく(お台場) あき(Future)
190 はち(Future) Kyoko(ユース)
194 はまた(ステ池) みー(ステ池)
200 まぶち(ほほえみ) なみへい(桜ヶ丘)
202 スズマル(みなとみらい) りま(もみじ)
211 どら(ステ池) naomie(ユース)
216 ビクター(ほほえみ) まりりん(ほほえみ)
221 こばぴ(せいせき) えいこ(せいせき)
226 suge(ほほえみ) yopi(ユース)
231 あかぴょん(ほほえみ) まなか(ほほえみ)

オープン戦 スロー

エントリー数： 25

第 1 ヒート

背番号 リーダー パートナー

141 あばれる(もみじ) マヨ(もみじ)
142 ピカイチ(ユース) ＫＴ(ほほえみ)
144 サラダ(ほほえみ) タカユッキー(ほほえみ)
145 けんぞー(ステ池) はるさんろーらん(ステ池)
148 ちゅん(ほほえみ) まなか(ほほえみ)
154 pancake(ほほえみ) まりりん(ほほえみ)
159 ひらやん(ウェンズデー) りま(もみじ)
162 Yukichi(フリー・無所属) ゆき(ユース)
163 なつ(ユース) あまりん(ユース)
165 直也(ユース) あっこ(ほほえみ)
166 孝司(ユース) yopi(ユース)
177 はただ(ステ池) ともぞう(ステ池)
178 しんのすけ(ほほえみ) ふみこ(せいせき)

第 2 ヒート

背番号 リーダー パートナー

180 チャーリー(ユース) カカ(桜ヶ丘)
181 組長(ほほえみ) つるちか(ステ池)
182 まさや(せいせき) かおりん(せいせき)
188 つげちゃん(桜ヶ丘) なみへい(桜ヶ丘)
190 はち(Future) ゆみ(Future)
194 はまた(ステ池) あい(ステ池)
211 どら(ステ池) ルミイ(フリー・無所属)
216 ビクター(ほほえみ) マイキー(ほほえみ)
221 こばぴ(せいせき) のばなお(桜ヶ丘)
223 レッド(みなとみらい) ユウ(みなとみらい)
226 suge(ほほえみ) なおこ(ユース)



231 あかぴょん(ほほえみ) メープル(ほほえみ)

オープン戦 クイック

エントリー数： 22

第 1 ヒート

背番号 リーダー パートナー

142 ピカイチ(ユース) なおこ(ユース)
143 やの(もみじ) マヨ(もみじ)
144 サラダ(ほほえみ) ゆきこ(ユース)
148 ちゅん(ほほえみ) みっさ(ほほえみ)
165 直也(ユース) ゆき(ユース)
166 孝司(ユース) naomie(ユース)
167 しらたく(東京ダンス) stacey(東京ダンス)
177 はただ(ステ池) みずき(ステ池)
178 しんのすけ(ほほえみ) まい(ほほえみ)
180 チャーリー(ユース) ＫＴ(ほほえみ)
181 組長(ほほえみ) タカユッキー(ほほえみ)

第 2 ヒート

背番号 リーダー パートナー

182 まさや(せいせき) カカ(桜ヶ丘)
183 たく(お台場) Kyoko(ユース)
190 はち(Future) ゆかりん(せいせき)
196 嵐田(エコー) のばなお(桜ヶ丘)
202 スズマル(みなとみらい) ユウ(みなとみらい)
211 どら(ステ池) あい(ステ池)
213 ハジメ(ポップ) なほ(ポップ)
216 ビクター(ほほえみ) ちかぽん(ほほえみ)
221 こばぴ(せいせき) マリ(ほほえみ)
226 suge(ほほえみ) メープル(ほほえみ)
231 あかぴょん(ほほえみ) なみへい(桜ヶ丘)

サークル対抗戦 ワルツ

エントリー数： 10

第 1 ヒート

背番号 リーダー パートナー

142 ピカイチ(ユース) なおこ(ユース)
155 のばひろ(桜ヶ丘) のばなお(桜ヶ丘)
159 ひらやん(ウェンズデー) あきこ(ウェンズデー)
183 たく(お台場) なみ(お台場)
206 サトケン(東京ダンス) ニセあやや(東京ダンス)
210 こうちゃん(みなとみらい) アンナ(みなとみらい)
211 どら(ステ池) 奈っちゃん(ステ池)
212 たっくん(もみじ) マヨ(もみじ)
216 ビクター(ほほえみ) まなか(ほほえみ)
230 わだあつし(せいせき) ゆみ(Future)

サークル対抗戦 タンゴ

エントリー数： 9

第 1 ヒート

背番号 リーダー パートナー

141 あばれる(もみじ) りま(もみじ)
154 pancake(ほほえみ) メープル(ほほえみ)
156 しずか(ウェンズデー) ミキ(ウェンズデー)
168 カイ(東京ダンス) はしづめ(東京ダンス)
180 チャーリー(ユース) ゆきこ(ユース)
202 スズマル(みなとみらい) かな子(みなとみらい)
209 坂本(エコー) ふみこ(せいせき)
225 まいちー(池上) れーたん(池上)
227 たなか(ステ池) みずき(ステ池)

サークル対抗戦 スロー



エントリー数： 9

第 1 ヒート

背番号 リーダー パートナー

146 こや(ウェンズデー) にゃおみ(ウェンズデー)
148 ちゅん(ほほえみ) しほり(ほほえみ)
165 直也(ユース) naomie(ユース)
177 はただ(ステ池) つるちか(ステ池)
186 イナックス(東京ダンス) stacey(東京ダンス)
188 つげちゃん(桜ヶ丘) なみへい(桜ヶ丘)
196 嵐田(エコー) かおりん(せいせき)
222 あだち(もみじ) まお(もみじ)
223 レッド(みなとみらい) レイ(みなとみらい)


