
★小学生低学年の部　男女カップル　スタンダード

№ リーダー名
Ｌ
学年

パートナー名
Ｐ
学年

都道府県

1 藤枝　良守 小２ 有川　緋音 小２ 埼玉県

2 髙橋　一史 小２ 薄井　彩里 小１ 埼玉県

3 齊藤　福人 小２ 竹下　暖乃 小２ 東京都

4 朱　明浩 小２ 柳　真希 小３ 東京都

5 範　凌志 小１ 張　美佳 小１ 東京都

6 下園　一心 小２ 下園　カノ 小３ 神奈川県

7 鈴木　海璃 小３ 寺本　ゆう 小２ 神奈川県

8 猪之鼻　禄 小２ 竹之内　れいあ 小２ 千葉県

9 斉藤　凪音 小３ 丸屋　彩佳 小３ 千葉県

10 高砂　和永 小３ 岡本　花衣梨 小３ 千葉県

11 足立　博海 小３ 李　徐琬 小３ 千葉県

12 本多　千杜 小３ 櫻庭　ゆりあ 小２ 神奈川県

13 國友　奏威 小２ 安齋　実希 小２ 東京都

★小学生低学年の部　男女カップル　ラテンアメリカン

№ リーダー名
Ｌ
学年

パートナー名
Ｐ
学年

都道府県

1 藤枝　良守 小２ 有川　緋音 小２ 埼玉県

2 髙橋　一史 小２ 薄井　彩里 小１ 埼玉県

3 齊藤　福人 小２ 竹下　暖乃 小２ 東京都

4 朱　明浩 小2 柳　真希 小３ 東京都

5 範　凌志 小1 張　美佳 小１ 東京都

6 下園　一心 小２ 下園　カノ 小３ 神奈川県

7 鈴木　海璃 小３ 寺本　ゆう 小２ 神奈川県

8 猪之鼻　禄 小２ 竹之内　れいあ 小２ 千葉県

9 斉藤　凪音 小３ 丸屋　彩佳 小３ 千葉県

10 高砂　和永 小３ 岡本　花衣梨 小３ 千葉県

11 足立　博海 小３ 李　徐琬 小３ 千葉県

12 本多　千杜 小３ 櫻庭　ゆりあ 小２ 神奈川県

13 國友　奏威 小２ 安齋　実希 小２ 東京都

★小学生高学年の部　男女カップル　スタンダード

№ リーダー名
Ｌ
学年

パートナー名
Ｐ
学年

都道府県

1 福原　聖太 小４ 朴　美静 小５ 埼玉県

2 藤枝　修也 小４ 林　日和 小４ 埼玉県

3 小島　羅市 小４ 前田　佳穂 小６ 群馬県

4 齊藤　功 小５ 土屋　海音 小４ 東京都

5 張　幸一 小５ 前川　美桜 小４ 東京都

6 山本　明琉真 小４ 梁　永晴 小５ 東京都

7 渡邉　桐茉 小６ 鈴木　一葉梨 小６ 山梨県

8 渡邉　詠仁 小４ 神戸　咲 小４ 山梨県

9 坂口　仁 小４ 坂口　琥百合 小４ 千葉県

10 黒嶋　将聖 小４ 吉村　城音 小５ 千葉県

11 吉岡　裕太 小４ 加藤　向葵 小５ 千葉県

12 斉藤　有音 小５ 柴田　莉奈 小５ 千葉県

13 黄　広盛 小６ 伊藤　颯希 小５ 千葉県

14 金子　祐大 小４ 金子　葵 小５ 栃木県

15 児山　遥都 小５ 柳　麻希子 小５ 栃木県

16 加藤　正宗 小５ 中村　友美 小３ 東京都

17 大谷　碧史 小５ 野村　風歌 小４ 東京都

18 田中　雄吾 小６ 杉　和佳奈 小５ 東京都

19 三井　薫平 小６ 五十嵐　玲奈 小５ 千葉県
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★小学生高学年の部　男女カップル　ラテンアメリカン

№ リーダー名
Ｌ
学年

パートナー名
Ｐ
学年

都道府県

1 福原　聖太 小４ 朴　美静 小５ 埼玉県

2 藤枝　修也 小４ 林　日和 小４ 埼玉県

3 小島　羅市 小４ 前田　佳穂 小６ 群馬県

4 齊藤　功 小５ 土屋　海音 小４ 東京都

5 張　幸一 小５ 前川　美桜 小４ 東京都

6 山本　明琉真 小４ 梁　永晴 小５ 東京都

7 増田　智徳 小４ 本多　真優 小６ 東京都

8 渡邉　桐茉 小６ 鈴木　一葉梨 小６ 山梨県

9 渡邉　詠仁 小４ 神谷　音色 小４ 山梨県

10 坂口　仁 小４ 坂口　琥百合 小４ 千葉県

11 黒嶋　将聖 小４ 吉村　城音 小５ 千葉県

12 吉岡　裕太 小４ 加藤　向葵 小５ 千葉県

13 斉藤　有音 小５ 柴田　莉奈 小５ 千葉県

14 黄　広盛 小６ 伊藤　颯希 小５ 千葉県

15 金子　祐大 小４ 金子　葵 小５ 栃木県

16 児山　遥都 小５ 柳　麻希子 小５ 栃木県

17 加藤　正宗 小５ 中村　友美 小３ 東京都

18 大谷　碧史 小５ 野村　風歌 小４ 東京都

19 田中　雄吾 小６ 杉　和佳奈 小５ 東京都

20 三井　薫平 小６ 三井　夏葵 小４ 千葉県

★中学生の部　男女カップル　スタンダード

№ リーダー名
Ｌ
学年

パートナー名
Ｐ
学年

都道府県

1 朴　振宇 中２ 斉　月涵 中１ 埼玉県

2 藤枝　大河 中１ 宮澤　めぐ 中１ 埼玉県

3 檜山　修宇都 中２ 石井　花音 中２ 神奈川県

4 名塚　瑛太 中１ 三上　真代 中１ 東京都

5 阿部　優翔 中３ 増田　奈桜子 中２ 東京都

6 塩野　志峰 中１ 本多　真優 小６ 東京都

7 原澤　英大 中１ 竹之内　梨音 中１ 山梨県

8 神谷　栄登 中１ 鈴木　彩葉 中２ 山梨県

9 鈴木　伶音 中２ 勝木　里桜 中１ 神奈川県

10 劉　超 中２ 横溝　嘉名 中２ 神奈川県

11 原口　理弥 中１ 飛田　遥 中３ 埼玉県

12 伊達　楓真 中２ 嶋田　虹花 小６ 京都府

13 茂呂　駿舞 中１ 今村　朱里 中１ 群馬県

14 大羽　諒 中１ 黒嶋　ひなの 中１ 千葉県

15 足立　拓海 中１ 佐藤　叶望 中１ 千葉県

16 吉岡　栄太 中１ 打越　聖愛 中２ 千葉県

17 若山　史穏 中１ 石川　心愛 小６ 東京都

18 小宮　康平 中１ 渡辺　華凛 中１ 神奈川県
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★中学生の部　男女カップル　ラテンアメリカン

№ リーダー名
Ｌ
学年

パートナー名
Ｐ
学年

都道府県

1 朴　振宇 中２ 斉　月涵 中１ 埼玉県

2 藤枝　大河 中１ 宮澤　めぐ 中１ 埼玉県

3 檜山　修宇都 中２ 石井　花音 中２ 神奈川県

4 名塚　瑛太 中１ 三上　真代 中１ 東京都

5 阿部　優翔 中３ 増田　奈桜子 中２ 東京都

6 原澤　英大 中１ 竹之内　梨音 中１ 山梨県

7 神谷　栄登 中１ 鈴木　彩葉 中２ 山梨県

8 劉　超 中２ 勝木　里桜 中１ 神奈川県

9 原口　理弥 中１ 飛田　遥 中３ 埼玉県

10 伊達　楓真 中２ 嶋田　虹花 小６ 京都府

11 茂呂　駿舞 中１ 今村　朱里 中１ 群馬県

12 吉岡　栄太 中１ 佐藤　叶望 中１ 千葉県

13 足立　拓海 中１ 黒嶋　ひなの 中１ 千葉県

14 大羽　諒 中１ 打越　聖愛 中２ 千葉県

15 若山　史穏 中１ 石川　心愛 小６ 東京都

16 外村　温仁 中３ 社本　実由 中３ 神奈川県

17 南山　雄大 中２ 竹内　杏奈 中２ 長野県

18 比嘉　玲王 中２ 山元　そら 中１ 沖縄県

19 小宮　康平 中１ 渡辺　華凛 中１ 神奈川県

★高校生の部　男女カップル　スタンダード

№ リーダー名
Ｌ
学年

パートナー名
Ｐ
学年

都道府県

1 小島　獅桐 高３ 馬場　梨紗子 高３ 群馬県

2 原口　侑弥 高１ 大西　陽来里 高１ 埼玉県

3 名塚　瑛太 中１ 三上　真代 中１ 東京都

4 中村　エドワード漸 高２ 中村　エリザベス永理 高２ 東京都

5 吉田　周平 高３ 吉田　有沙 高３ 神奈川県

6 木下　将希 高２ 小西　乙愛 高１ 千葉県

7 高橋　海 高２ 鈴木　柚葉 高１ 千葉県

8 外村　温仁 中３ 石井　アンジェリーナ 高１ 神奈川県

9 武内　研聖 高２ 降旗　沙季 高２ 神奈川県

10 濱田　琉成 高１ 内山　マリーナ 中２ 栃木県

11 奥津　拓翔 高１ 奥津　樺音 高２ 宮城県

12 山下　遥聖 高３ 山下　実彩妃 高１ 愛知県

★高校生の部　男女カップル　ラテンアメリカン

№ リーダー名
Ｌ
学年

パートナー名
Ｐ
学年

都道府県

1 小島　獅桐 高３ 馬場　梨紗子 高３ 群馬県

2 原口　侑弥 高１ 大西　陽来里 高１ 埼玉県

3 名塚　瑛太 中１ 三上　真代 中１ 東京都

4 中村　エドワード漸 高２ 中村　エリザベス永理 高２ 東京都

5 吉田　周平 高３ 吉田　有沙 高３ 神奈川県

6 木下　将希 高２ 小西　乙愛 高１ 千葉県

7 高橋　海 高２ 鈴木　柚葉 高１ 千葉県

8 外村　温仁 中３ 石井　アンジェリーナ 高１ 神奈川県

9 武内　研聖 高２ 降旗　沙季 高２ 神奈川県

10 南山　雄大 中２ 竹内　杏奈 中２ 長野県

11 濱田　琉成 高１ 内山　マリーナ 中２ 栃木県

12 奥津　拓翔 高１ 奥津　樺音 高２ 宮城県

13 山下　遥聖 高３ 山下　実彩妃 高１ 愛知県
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