会員名簿 （H28.5.1現在）
正会員（108教師協会） 賛助会員（8教師協会） 計116教師協会
地域会
北海道
1（2）
東北

5（1）

北関東

12（1）

南関東

甲信越

13

東京

11

会員名

会 長

連絡先

北海道ダンス教師協会

日向 優美子

011-611-5111

北海道ボールルームダンス協会 (賛助）

片沼 正男

0142-25-2126

北海道ソシアルダンス教師協会（賛助）

斉藤 順二

011-641-4388

（社）青森県社交ダンス教師協会

原子 昭

017-776-7893

秋田県社交舞踏教師協会

人見 亮

0188-34-3273

秋田県舞踏教師協会

長谷川 清次

0188-32-0993

南東北社交ダンス教師協会

野村 国雄

022-214-1066

福島県社交舞踏教師協会

石井 銀美

0248-72-0324

福島県ボールルームダンス協会（賛助）

小林 純子

0242-83-2007

茨城県ソシアルダンス教師協会

白石 惠子

047-492-1481

茨城県ダンス教師協会

清水 靖千

029-353-3381

栃木県ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙﾀﾞﾝｽ教師協会

園部 忠男

0285-53-7777

栃木県ダンススポーツ教師協会

髙根澤 利夫

0282-43-8191

栃木県ソシアルダンス教師協会（賛助）

木下 泰一

0282-22-7282

群馬県ソシアルダンス教師協会

蛭沼 賀信

0277-52-8188

埼玉県社交ダンス教師協会

鈴木 芳光

048-864-1077

埼玉県ソシアルダンス教師協会

高橋 スミ子

03-5399-9242

埼玉県プロ・ダンス教師協会

三枝 和彦

048-761-7895

千葉県ダンス教師協会

金子 康夫

047-477-0516

東日本ダンススクール協同組合

彦坂 智

047-163-0417

千葉県ソシアルダンス協会

下栃 情司

047-336-9428

東関東ダンス教師協会

佐藤 彰一

029-997-0008

日本ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙﾀﾞﾝｽ教師協会

赤井 鈴枝

046-824-6677

神奈川県ソシアルダンス教師協会

野本 雅裕

0466-27-2008

神奈川県ダンス教師協会

和田 年廣

045-543-8715

神奈川県ダンススポーツ協会

廣田 博

045-321-2730

山梨県ダンス教師協会

松土 富雄

055-228-0786

山梨県ダンス教授所教師協会

清水 一男

055-277-7630

長野県社交舞踏教師協会

向山 征治

0266-22-1348

長野県ダンス教師協会

吉江 保

0266-27-6218

長野県スポーツダンス教師協会

後藤 敏一

026-276-6233

長野県ダンス協会

大門 克鳳

026-217-3661

信州スポーツダンス教師協会

齊梧 守利

0267-78-5283

長野県ﾌﾟﾛﾎﾞｰﾙﾙｰﾑﾀﾞﾝｽ教師協会

篠田 健一

0263-78-6706

新潟県ダンス教師協会

川村 エミ子

0254-26-8606

東京ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙﾀﾞﾝｽ教師協会

小川 純

03-3297-4029

東京ダンススクール協同組合

伊藤 金四郎

03-6808-0293

日本社交ダンス教師協会

松下 昇一

090 8444 2395

東京社交舞踏教師協会

村松 昌弘

042-642-2427

東京ソシアルダンス教師協会

緒方 新一

03-3310-1550

日本ダンススポーツ協会（ＮDSA）

小嶋 朱美

03-3580-7220

日本ボランティアダンス協会教師会

野村 直人

03-3235-3337

ＪＳＴD日本ダンス教師協会

佐川 洋司

0297-85-6350

日本ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑﾀﾞﾝｻｰｽﾞ協会(NBDA)

小林 茂之

042-481-9343

沖縄県社交ダンス教師協会

岸本 眞一

090-1874-4305

沖縄県社会人ダンス教師協会

運天 潔

098-887-7123

地域会

中部

16（1）

近畿

18（1）

中国

6

四国

6

会員名

会 長

連絡先

愛知県ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾀﾞﾝｽ教師協会

水谷 正樹

052-753-7730

フリーダム愛知県ダンス教師協会

緑川 弥寿郎

052-772-0818

愛知県ソシアルダンス教師協会

鈴木 寛雄

052-625-5116

グローバルダンス教師協会

大野 好夫

0561-51-2821

愛知コルテオダンス教師協会

青木 一三

052-653-9138

スターラインダンス教師協会

土田 久美子

052-773-3558

静岡県社交ダンス教師協会

深澤 充子

054-367-3790

静岡県インターナショナルダンス教師協会

鈴木 時雄

053-437-5848

静岡県ダンス教師協会

石井 猛

055-971-9999

ジョイナス岐阜ダンス教師協会

杉本 寧

0572-68-7592

富山県ソシアルダンス教師協会

田畑 讓次

0766-22-0504

富山県ダンス教師協会

髙島 正春

0765-31-6866

富山県ボールルームダンス教師協会

奈良部 栄子

0765-72-4400

福井県ダンススポーツ教師協会

加茂 人士

0776-67-4376

福井県ボールルームダンス教師協会

山根 克巳

0776-26-0087

福井県社交ダンス教師協会(賛助)

茂 和男

0776-53-1311

三重県ダンス教師協会

髙本 篤志

0596-37-4080

大阪府舞踏教師協会（ODTA）

下山 正

06-6933-7288

日本ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙﾀﾞﾝｽ教師協会大阪

竹田 義博

072-954-6451

関西ダンススポーツ教師協会(ＫDSTA)

武智 謙

06-6359-0017

関西ソシアルダンス教師協会

植田 倫光

072-982-6118

西日本ボールルームダンス教師協会

長谷波 陽子

06-6258-4500

南近畿舞踏教師協会

横山 安雄

0725-21-5131

兵庫県社交ダンス教師協会

夏川 富美芳

0797-23-0197

兵庫県ソシアルダンス教師協会

幸村 頼子

078-843-1055

姫路白鷺スポーツダンス教師協会

三海 秀敏

079-235-6239

京都ダンス教師協会

佐々木 照子

075-561-7028

京都プロフェッショナルダンス協会

天川 悠右季

075-464-5027

京都ソシアルダンス教師協会

武田 由美

075-812-7547

京都ロイヤルダンス教師協会

松岡 徹二

075-882-5562

西日本ダンススポーツ技術協会

尾上 恵美子

075-823-4187

京都ダンススポーツ教師協会

長尾 勝則

075-394-6268

奈良県舞踏教師協会

川本 美博

0742-46-7443

和歌山県舞踏教師協会

久保 博重

0739-20-1461

西部日本ダンススポーツ協会（賛助）

塚原 信義

0736-61-6388

滋賀県ダンス教師協会

奥野 友子

077-545-0969

岡山県ダンス教師協会

桂木 悠一

086-224-0819

広島県ダンススポーツ協会

田原 弘子

084-924-1716

山口県ダンス議会

熊谷 正美

083-924-0390

山口県ダンス・スポーツ教師協会

三家本 悟

0856-72-1687

山口県ソシアルダンス教師協会

松原

0832-57-6726

鳥取県ダンス教師協会

山口 隆造

0859-23-1452

西日本ダンス教師協会

平田 敬二

087-861-6282

四国ソシアルダンス教師協会

平田 倫子

087-837-9689

徳島県ダンス教師協会

葛西 康良

088-679-4788

高知県社交ダンス教師協会

堀部 尚

088-873-7774

高知県ダンス教師協会

宮田 友喜

088-882-9618

愛媛県ダンス教師協会

長井 健次

089-905-1188

勲

地域会

九州

20（2）

会員名

会 長

連絡先

福岡県ダンス教師協会

秋山 マサ子

092-804-0761

福岡県社交舞踏教師協会

佐伯 浩一郎

092-282-5775

ＷＢＤ福岡県教師協会

宮崎 勝德

093-531-0081

九州ダンス教師協会

岩橋 正五

0930-24-1908

西日本ダンススクール協同組合

安信 富士子

092-761-9190

福岡県社交ダンス教師協会

山田 二郎

093-293-4784

ユニバーサルダンス教師協会

岩橋 慎二

0948-42-3578

福岡県ソシアルダンス教師協会

森 幸広

092-721-4073

九州ボールルームダンス教師協会 （賛助）

桑野 英司

0948-26-8387

九州社交舞踏教師協会

石橋 麻子

092-737-2083

西九州社交ダンス教師協会

飯野 公子

0948-24-8115

長崎県社交舞踏教師協会

佐藤 順子

095-826-1161

熊本県社交ダンス教師協会

水野 総一郎

0964-56-0736

熊本県ソシアルダンス教師協会

髙林 德男

096-354-6090

熊本県ﾌﾟﾛｽﾎﾟｰﾂﾀﾞﾝｽ教師協会

松本 美千子

0964-33-6050

熊本県ボールルームダンス協会

立石 亀八

0967-32-3011

熊本県ダンス教師協会（賛助）

井口 忠克

096-324-1778

大分県ダンス教師協会

日高 春夫

097-545-3349

大分県プロスポーツダンス協会

薬師寺 誠治

097-533-6636

大分県ソシアルダンス教師協会

朝久 賢一

097-545-6006

宮崎県ダンス教師協会

吉川 敏子

0985-53-5113

鹿児島県ソシアルダンス教師協会

中島 孝秀

099-224-9457

※地域会の数字は、正会員数、（ ）内は賛助会員数を表します。

