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教室名
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住所
ＴＥＬ / FAX

サエキ コウイチロウ

サエキダンスアカデミー 812-0026 福岡市博多区上川端１１-８ 川端中央ビル３階

佐伯 浩一郎

http://www.saeki-dance.jp

サエキ チヨミ

サエキダンスアカデミー 812-0026 福岡市博多区上川端１１-８ 川端中央ビル３階

佐伯 千代美
ノガミ ヒロヤ

http://www.saeki-dance.jp
ノガミダンススポーツクラブ 815-0042

野上 宏哉
ノガミ ユカリ

ノガミダンススポーツクラブ 815-0042

野上 ゆかり

http://seesaawiki.jp/w/nogamidsc/d/

ヤマグチ ヒサノブ

ANNAダンススクール 811-1251

山口 壽信

092-282-5775 / 092-272-0545
福岡県福岡市南区若久２-１６-９
092-408-5593 / 092-408-5583
福岡県福岡市南区若久２-１６-９
092-408-5593 / 092-408-5583
福岡県那珂川市松木１丁目１６７番地
090-1971-3334 / 092-982-6491
福岡県那珂川市松木１丁目１６７番地
092-982-6491 / 092-982-6491
福岡県福岡市西区野方４－８－１３
090-9603-5175 / 092-811-6009

ヤマグチ ユウコ

ANNAダンススクール 811-1251

山口 裕子

http://anna-ds.com

ホシノ ヒロミチ

ダンスファミリー博多

819-0043

大牟田ダンス学院

836-0042 福岡県大牟田市栄町２丁目１５－２ エサキサウンドサービスビル３階

大牟田ダンス学院

836-0042 福岡県大牟田市栄町２丁目１５－２ エサキサウンドサービスビル３階

タケモト シンジ

竹本 愼二
ヨコオ カズコ

093-551-4152 / 093-551-4152
ダンスファミリー博多
ＳＡＫＡＩダンスクリエーション

093-551-4152 / 093-551-4152
815-0041 福岡県福岡市南区野間４－３４－３－２０４
092-512-8533 / 092-512-8533
812-0061 福岡県福岡市東区筥松2-20-12-205

岩切 ひろ子
スミヨシ トシヒデ

住吉ダンススクール 815-0041 福岡県福岡市南区野間４丁目２－１５－２階
092-541-3979 / 092-541-3979

住吉 敏英
熊本

https://tssds3.wixsite.com/website

カイ ユキオ

甲斐ダンススタジオ 862-0976 熊本県熊本市九品寺1丁目７－３０－１１０３
096-362-9591 / 096-362-9591

甲斐 幸雄

odg@ap.wakwak.com

七田ダンススポーツクラブ 802-0018 福岡県北九州市小倉北区中津口２－２－１３ 吉野ビル２階

吉田 美智代
イワキリ ヒロコ

nogamidsc@purple.plala.or.jp
090-7242-7417
nogamih2y@apost.plala.or.jp
090-4752-5073
anna-ds@hya.bbiq.jp
090-1971-3334
annadanceschool@yahoo.co.jp
090-1971-3352
koudou23@outlook.jp
090-9603-5175
odg@ap.wakwak.com

七田ダンススポーツクラブ 802-0018 福岡県北九州市小倉北区中津口２－２－１３ 吉野ビル２階

小木戸 ユカ
ヨシダ ミチヨ

k-saeki@saeki-dance.jp

0944-54-6326 / 0944-54-6326

小木戸 太一
コキド ユカ

k-saeki@saeki-dance.jp

0944-54-6326 / 0944-54-6326

横尾 和子
コキド タイチ

メールアドレス
携帯番号

092-282-5775 / 092-272-0545

http://seesaawiki.jp/w/nogamidsc/d/

星野 弘道
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yoshida431231@outlook.jp
h4751i@yahoo.co.jp
090-9489-3386
t_ssds@cnc.bbiq.jp
yu02kai13@kni.biglobe.ne.jp
080-1702-2466
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カイ ショウコ

甲斐 章子
サカイ コウスケ

坂井 康祐
キダガワ ユウコ

北川 裕子
クボタ トシロウ

窪田 俊朗
クボタ ヨシコ

窪田 美子
タカバヤシ ノリオ

髙林 徳男
クワノ ミツヨ

桑野 満代
マツモト ミチコ

松本 美千子
タテイシ カメハチ

立石 亀八
タテイシ リョウコ

立石 亮子
長崎
アオキ ノブユキ

青木 信之
ヒラタ アリサ
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甲斐ダンススタジオ 860-0845 熊本県熊本市九品寺1丁目７－３０－１１０３
862-0976 096-362-9591 / 096-362-9591
サカイキタガワダンス教室 860-0844 熊本市中央区水道町９-１３-２階
http://www.sakaikitagawa.com/
096-326-5432 / 096-326-5432
サカイキタガワダンス教室 860-0844 熊本市中央区水道町９-１３-２階
http://www.sakaikitagawa.com/
096-326-5432 / 096-326-5432
861-1112 熊本県合志市幾久富１９０９－７４１
096-248-2753 / 096-248-2753
ダンススタジオクボタ 861-1112 熊本県合志市幾久富１９０９－７４１
096-248-2753 / 096-248-2753
860-0848
熊本県熊本市中央区南坪井町１０番１号 Be-９ビル１階
髙林ダンス教室
860-0072 096-354-6090 / 096-354-6090
860-0848 熊本県熊本市中央区南坪井町１０番１号 Be-９ビル１階
髙林ダンス教室
860-0072 096-354-6090 / 096-354-6090
マツモトダンスアカデミー 862-0958 熊本県熊本市中央区岡田町１－２２ 松本ビル２階
https://matsumotodanceacademy.jimdo.com/
096-283-0025 / 096-283-0026
869-2225 熊本県阿蘇市黒川１３２５
立石ダンス教室
0967-32-3011 / 0967-32-3011
869-2225 熊本県阿蘇市黒川１３２５
立石ダンス教室
0967-32-3011 / 0967-32-3011
青木ダンスアカデミー 859-1306 長崎県雲仙市国見町神代己１２３１番地
0957-60-4010 / 0957-60-4010
852-8053 長崎県長崎市葉山１－２７－１３

メールアドレス
携帯番号
yu02kai13@kni.biglobe.ne.jp
skd@angel.ocn.ne.jp
090-3323－0826
skd@angel.ocn.ne.jp
090-3463－1741
tomas-k@magma.jp
tomas-k@magma.jp
takabayasi.dance.kyousitu@hotmail.com
takabayasi.dance.kyousitu@hotmail.com

matsumoto.dance.academy@gmail.com

090-7398-1945
kamechan_love_to_ryokochan@q.vodafone.ne.jp

j56d8c2b72nz44iE05SE@softbank.ne.jp

anobuyuki@aqua.ocn.ne.jp
ariri0518@gmail.com

平田 ありさ
ワシミ ヒロヨシ

ワシミダンススクールハウステンボス校

859-3243 長崎県佐世保市ハウステンボス町１４－１

washimi0043@i.softbank.jp

鷲見 広与志
宮崎

080ー4009-0043

西島ダンスアカデミィ 882-0047 宮崎県延岡市紺屋町１－３－７
西島 一徳（三雅）
0982－34－6256 / 0982－34－6256
カイ マユミ
西島ダンスアカデミィ 882-0047 宮崎県延岡市紺屋町１－３－７
甲斐 真由美
0982－34－6256 / 0982－34－6256

kmjapan0111@yahoo.co.jp
090-3666-6940
kmjapan0111@yahoo.co.jp
080-1703-6687

ニシジマ カズノリ
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マツバラ マユミ

マツバラダンススクール 751-0873 山口県下関市秋根西町２－３－３

松原 まゆみ

2022.3.23現在

住所
ＴＥＬ / FAX

メールアドレス
携帯番号
matsubara-dance@hotmail.co.jp

083-257-6726 / 083-257-6844

オオクボ コウスケ

ＯＫＵＢＯダンススクール 753-0831 山口県山口市平井７０６ 共営ビル３階

okubo339@gmail.com

大久保 幸輔

http://www.c-able.ne.jp/~okubo339/

080-3058-0447 /
ＯＫＵＢＯダンススクール 753-0831 山口県山口市平井７０６ 共営ビル３階
http://www.c-able.ne.jp/~okubo339/
080-3058-0447 /

okubo339@gmail.com

オオクボ ヒロコ

大久保 仁子
鹿児島

鹿児島県鹿児島市中町７－１４ 吉川ビル３F
099-239-2166 / 099-239-8337

シブヤ ミワコ

Tokyo渋谷ダンサーズ学院 892-0827

渋谷 美和子
PD選手

http://shibuyadancers.sakura.ne.jp/

アソウ タカオ

サエキダンスアカデミー 812-0026 福岡市博多区上川端１１-８ 川端中央ビル３階

麻生 貴夫

092-282-5775 / 092-272-0545
サエキダンスアカデミー 812-0026 福岡市博多区上川端１１-８ 川端中央ビル３階
http://www.saeki-dance.jp
092-282-5775 / 092-272-0545
ＪＣダンススクール 802-0077 福岡県北九州市小倉北区馬借３－９－３ 塩田ビル2階
093-511-6608 / 093-511-6608
ＪＣダンススクール 802-0077 福岡県北九州市小倉北区馬借３－９－３ 塩田ビル2階
093-511-6608 / 093-511-6608
802-0974 福岡県北九州市小倉南区徳力７丁目１－２０ グラード小倉南２０２号
ダンスアートYOU
www.danceart-you.info
093-961-8915 / 093-961-8915
福岡県北九州市小倉南区徳力７丁目１－２０
グラード小倉南２０２号
802-0974
ダンスアートYOU
093-961-8915 / 093-961-8915
SwingDCS（スウィング ダンス スポーツクラブ） 865-0051 熊本県玉名市繁根木94-11
http://dance.humminghome.info
090-3321-0865 / 0968-82-3585

アソウ メグミ

麻生 めぐみ
サトウ ジュンイチ

佐藤 潤一
サトウ チヒロ

佐藤 ちひろ
ウエダ テルミ

上田 晃代
シオツカ トシロウ

塩塚 俊郎
スキサ キコウジ

鋤先 幸治
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yoshi2009yz@true.ocn.ne.jp
090-5478-5234
info-aso@saeki-dance.jp

http://www.saeki-dance.jp

info-aso@saeki-dance.jp
jcdanceschool@yahoo.co.jp
080-6444-6365
jcdanceschool@yahoo.co.jp
080-6444-6365
dance_art_you@yahoo.co.jp

dancingkitty@opal.plala.or.jp

