アオヤギダンススクール

愛知ボールルームダンス協会 JBDF公認スクール
ソシアルダンススタジオイトウ
萩原ダンススタジオ

〒４５３－００２４名古屋市中村区名楽町5-5

〒４６３－００６６ 名古屋市守山区町南7-13

TEL（０５２）４８１－７０８３ FAX（０５２）４８２－６０９４

TEL＆FAX（０５２）７９４－０５１０
伊藤 芳浩
体幹ダンス道場

青柳 幸雄

青山真治ダンス教室

〒４４１－８００４ 豊橋市吉前町東吉前新田95-1
TEL（０５３２）３３－３９８５ FAX（０５３２）３３－４３５３

萩原 和子
ハセベダンススクール

〒４４５－０８０３ 西尾市桜町1-7
TEL＆FAX（０５６３）５３－３５５０
青山 真治
アオヤマダンスアートアカデミー

〒491-0934 一宮市大和町苅安賀字上東出４４ １Ｆ
TEL／ＦＡＸ（０５８６）４４－０１６２

〒４９１－０９３４ 一宮市大和町苅安賀字上東出４４ ２Ｆ

〒４４４－００７５ 岡崎市伊賀町字4-14-2

〒４６０－０００８ 名古屋市中区栄５丁目２６－３９ ＧＳ栄ビル203号

TEL／ＦａＸ（０５８６）４４－5034

TEL＆FAX（０５６４）２３－７００７

TEL（０５２）２４１－０５１３ FAX（０５２）２４１－０５１４

青山 成之

旭ダンススポーツクラブ
〒４４７－００２７ 碧南市照光町4-3

青山 重之
田川ダンススクール

田川 敦詞
ダンススクールフナコシ
〒４５１－００６２ 名古屋市西区花の木3-12-16 酒井ビル２F

〒４４４－１１５４ 安城市桜井町印内南分52-1

TEL＆FAX（０５６６）９９－２５７８
長谷部 吉彦
ハッピーダンス教室
都築 順子

Ｈａｍａｎｏ Ｄａｎｃｅ Ｗｏｒｌｄ
〒464-0802

名古屋市千種区星ヶ丘元町１４－４星ヶ丘プラザビル８Ｆ

Ｅ＆Ｅダンスアカデミー

ダンススクールヤマナカ

ＴＥＸ/ＦＡＸ ０５２－７８８－７８８７
浜野 義広
早川ダンススクール

〒464-0067 名古屋市千種区池下1-4-23 アミュゾン
池下ビル２Ｆ
ＴＥＬ／ＦＡＸ（０５2）７６４－７７０１

〒４６０－００１３ 名古屋市中区上前津1-14-11 サンコート上前津１F

〒４４４－０２２６ 岡崎市中島町字上町84-1

TEL＆FAX（０５２）３３１－０４５０
山中 憲一

TEL＆FAX（０５６４）４３－１５１１
早川 正次
ヒサイズミダンススクール

ＴＥＬ（０５６６）４８－０４３４ ＦＡＸ０５６６)４１1-０５６０

山田 大道

半田英太郎

TEL＆FAX（０５２）５２３－６５０３
船越 義勝

池下ダンス・スポーツクラブ

ダンススタジオイノウエ

〒４６４－００６７ 名古屋市千種区池下2-1-14
TEL（０５２）７６３－２２９５ FAX（０５２）７６３－２２９６

〒444-2136 岡崎市上里2丁目２０－８上里ガーデンビル４Ｆ

〒４５６－００３２名古屋市熱田区三本松町10-9

ＴＥＬ０５６４－２５－４８９１ＦＡＸ０５６４－２５－５２７５

TEL＆FAX（０５２）８８２－２０７７
久泉 一春

井上 泰伸

科野 満宏

イケダダンススクール
〒４７２－００４３ 知立市東栄1-79
TEL＆FAX0566-83-9494

池田 冨士男

EGAWA DANCE SQUARE

ダンススタジオソワール
〒４６０－０００８ 名古屋市中区栄2-2-1
TEL＆FAX（０５２）２２１－７２９９
松浦 忍

ダンススタジオトゥービー

ヒサムラダンススクール

〒４５０－０００３ 名古屋市中村区名駅南1-4-10 昭和ビル４F

TEL＆FAX（０５２）５５１－８８０８
久村 祥子

フォレストダンスアカデミー

〒４５４－０９１１ 名古屋市中川区高畑3-43 サンライズ久田２F

〒４６０－００１１ 名古屋市中区大須3丁目5-49 第二ハセビル5F

〒４80－1166 長久手市野田農３０３ ２Ｆ

TEL＆ＦＡＸ（０５２）３６３－１１２３
江川 幸生
Ａ Ｂ Ｃ ダンス教室

TEL&FAX（０５２）２５１－５７５３
渡辺 智晴

TEL（０５６１）６1－１0１0 ＦＡＸ（０５６１）６1－１020

〒４７９－０８３４ 常滑市千代ヶ丘3-189
TEL＆FAX（０５６９）３５－７５２６
澤井 千鶴子
ダンススタジオヒフコ

〒４６１－０００４ 名古屋市東区葵2-4-1三恵ビル２F

〒４６１－０００５

名古屋市東区東桜2-22-5 朝日第２ビル３Ｆ

TEL＆ＦＡＸ（０５２）９３５－８８７５
附柴 雄多可
一彦ダンススタジオ
〒４５３－０８３４ 名古屋市中村区豊国通1-16-1木村ビル２Ｆ

ダンススタジオ常滑

〒４５３－０８０１

名古屋市中村区太閤四丁目9-26 木村ビル４F

谷川 隆
フクイケンジダンスアカデミー
TEL＆FAX（０５２）９３６－４０７０
福井 建二
ボールルームダンスヤマカワ
〒４４３－００４５ 蒲郡市旭町14-8

TEL＆ＦＡＸ（０５２）４１２－０８８１
渡辺 一彦

TEL＆FAX（０５２）４５１－１２３７
川上 ヒフ子

TEL（０５３３）６８－１８１８ ＦＡＸ（０５３３）６８－１８１９

カトウダンススクール

ダンススタジオヤマハタ

マイムダンススクール

〒４６７－０８４３ 名古屋市瑞穂区土市町1-7
TEL＆ＦＡＸ（０５２）８５３－６２６０

〒４４８－０００８ 刈谷市今岡町新田5-5
TEL＆FAX（０５６６）３６－３４２４

〒４７３－０９１４ 豊田市若林東町上外根４８－１

加藤 一男

山畑 忠久

三浦 篤男

カトレアダンス教室

Dance Space 豊橋

マツイダンスアカデミー

〒４８２－００１６ 岩倉市野寄町寺浦11
TEL＆ＦＡＸ（０５８７）３７－５３０１

〒４４１－８０５３ 豊橋市柱二番町4-1
TEL＆FAX（０５３２）３８－５８５５

TEL（０５３２）４７－６８９９ ＦＡＸ（０５３２）４７－３８２０

加藤 佳代子

生田 好子
知多ダンススポーツクラブ
〒４７５－０８３７ 半田市有楽町1-70
TEL（０５６９）２３－８７６２
稲吉 芳夫
ツゲヨシヒロダンススクール

小松ダンス教室
〒444－００57 岡崎市材木町1-39
TEL（０５６４）２３－７２９１ ＦＡＸ（０５６４）－２３－７２５
７ 小松 康正

近藤ダンス教室
〒４８９－０９１６ 瀬戸市平町1-48

〒４６７－０８０６

名古屋市瑞穂区瑞穂通1-4 ライブ桜山３Ｆ

TEL（０５６１）８２－６０９７ ＦＡＸ（０５６１）８２－０３４０

TEL（０５２）８５１－５８５６ ＦＡＸ（０５２）８５１－５６７７

野元 兼一
㈲沢上ムライダンス教室

ナイトウダンススクール

柘植 よしひろ

山川 知宏
TEL＆ＦＡＸ（０５６５）５４－４２５５

〒４４１－８０５１ 豊橋市柱四番町77-1

松井 伸吉
ミツイダンススクール
〒４５３－００５４ 名古屋市中村区鳥居西通1-48 豊国ビル３Ｆ

TEL＆ＦＡＸ（０５２）４１２－９６００
三井 健司

山本かおるダンス教室
〒４４０－０８５６ 豊橋市鍵田町３３番１
TEＬ（０５３２）５５－０９２２ ＦＡＸ（０５３２）５５－０９２５

山本 薫
ロマンダンススクール

〒４５６－００１１ 名古屋市熱田区花町１－１

〒４６８－００４９ 名古屋市天白区福池1-282 Ｃ棟

〒４４４－１１５４ 安城市桜井町大役田38-1 岡田ビル４Ｆ

TEL（０５２）６８１－４３８６ ＦＡＸ（０５２）６８１－２３３９

TEL＆ＦＡＸ（０５２）８９５－５４０５

TEＬ（０５６６）９９－５５０２ ＦＡＸ（０５６６）９９－５６３０

村井 嵯苗

新東海ダンス教室

内藤 和己
ナゴヤダンスワールド

〒４７７－００３２ 東海市加木屋町竹ヶ谷86-2

〒４６０－００１１ 名古屋市中区大須2-10-45大須ステーションプラザ３Ｆ

TEL＆ＦＡＸ（０５６２）３４－５９７０

TEL＆ＦＡＸ（０５２）２３２－３４４４

加古 幹一

東爪 博資
納屋橋ダンス教室

鈴木直彦ダンス教室
〒４４４－００１１ 岡崎市欠町左義長1-9
TEL＆ＦＡＸ（０５６４）２６－２９２２

鈴木 直彦
セオダンス教室
〒４７５－０８０５ 半田市浜田町3-12-3水野ビル２F

TEL＆FAX（０５６９）２１－２７４０
瀬尾 砂栄子

佐藤 智一

事務局

〒４６０－０００３ 名古屋市中区錦1-16-14

〒４７７－００３２ 東海市加木屋町竹ヶ谷86-2

TEL＆ＦＡＸ（０５２）２３１－３８６６
奥野 夕香里

TEL＆ＦＡＸ（０５６２）３４－５９７０

日進ダンス教室
〒４７０－０１０２ 日進市藤島町上田3-1
TEL（０５６１）７３－６６６６ FAX（０５６１）７３－４４００

吉田 稔

新東海ダンス教室内

