
平成29年度　　　　ＪＰＣＬ役員名簿
役職 氏　  名 ＴＥＬ ＦＡＸ 勤 務 教 室 住　　所
会長 庄司　浩太 03-3366-2005 03-3366-2105 高田馬場山野ダンススクール 169-0075新宿区高田馬場4-6-6カスケード璃4F

副会長

石川　浩之 042-642-1056 兼 用 イシカワヒロユキダンススタジオ 192-0081八王子市横山町3-6ＪＥビル8F

石原　正敏 03-3301-7071 兼 用 サードダンススクール 167-0042杉並区西荻北3-20-2オタニビル4F

中嶋　秀樹
076-223-7577 
03-3984-0456

076-223-7903 
03-3984-0766

ダンススクールロイヤル 
コダマ・ボールルームダンス・スタジオ

920-0981金沢市片町１-３-３３ドゥーア柿木畠３Ｆ 
170-0005豊島区南大塚3-44-11フサカビル３Ｆ

三浦　大輔 03-3442-1957 兼 用 海宝ダンススクール 141-0022品川区東五反田5-27-10野村ビル10F

樋口　暢哉 03-3327-2331 兼 用 ミヤジマヒデユキダンススクール 168-0064杉並区永福3-57-19東都永福ビル２Ｆ

監査
部長 片山　雄暉 03-3220-9380 兼 用 片山ダンススクール 166-0004杉並区阿佐ヶ谷南3-1-29堀野ビル6F 

副部長 正藤　隆史 03-6806-1631 03-6806-1632 正藤ダンススクール 120-0036足立区千住仲町19-5北千住慶寿苑ビル2F

全国事務局

部長 藤原　全史 042-312-4434 兼 用 フジワラダンスアカデミー 185-0012国分寺市本町3-11-1第8千代鶴ビル４FA

副部長 槇　建大郎 042-642-1056 兼 用 イシカワヒロユキダンススタジオ 192-0081八王子市横山町3-6ＪＥビル8F

溝上　正幸 03-3442-1957 兼 用 海宝ダンススクール 141-0022品川区東五反田5-27-10野村ビル10F

総務部

部長 橋口　正臣 03-6806-1631 03-6806-1632 正藤ダンススクール 120-0036足立区千住仲町19-5北千住慶寿苑ビル2F

副部長 木下　聡明 0422-39-3770 0422-39-3780 木下ダンスワールド 180-0023武蔵野市境南町2-7-20ダイアパレス武蔵境第２　２F

原田　博行 043-292-2656 兼 用 かまとり駅前ダンススクール 266-0011千葉県千葉市緑区鎌取町791-1

岩田　亮二 044-812-2133 兼 用 青柳ダンスアカデミー 213-0001神奈川県川崎市高津区溝口４-１-３Ｔ．Ｉビル５Ｆ

菊池　和春 046-295-0818 兼 用 フジイダンススクール本厚木校 243-0018厚木市中町4-10-3中町三紫ビル3F
後藤　史雄 047-304-7761 047-304-7762 ダンスホール　スターダスト 279-0031浦安市舞浜1-7 東京ベイホテル東急内

武本　理絵 03-6279-2668 兼 用 ユーロ・ダンスファッション 164-0003中野区東中野5-3-1 ムサシビル３Ｆ

財務部

部長 楠谷　喜洋 03-3220-9380 兼 用 片山ダンススクール 166-0004杉並区阿佐ヶ谷南3-1-29堀野ビル6F 

副部長 石川　和孝 045-392-5515 兼 用 ダンススタジオ石川和孝 244-0801横浜市東戸塚区品濃町538-10岡島ビル４Ｆ

毛塚　陽康 080-5401-6073 自宅 134-0083江戸川区中葛西3-17-4プレシャス中葛西202

木村　知津子 042-769-1289 兼 用 ダンスパティオ　T&T 252-0344相模原市古淵1-8-12

小平   寛 042-306-6990 兼 用 コダイラヒロシダンススクール 183-0005府中市若松町1-2-5エス・クレスト4F

海外渉外部

部長 遠藤   秀和 03-6914-3521 エンドウヒデカズダンススタジオ 170-0013豊島区東池袋1-31-1バロックコート池袋6F

副部長 木村　嘉宏 03-3442-1957 兼 用 海宝ダンススクール 141-0022品川区東五反田5-27-10野村ビル10F

林　俊喬 03-3443-5295 03-3443-5296 千田修治ソシアルダンスカンパニー 150-0013渋谷区恵比寿１-8-1サン栄ビル7Ｆ

国内渉外部

部長 朝増　拓哉 03-5420-2038 03-5420-2087 スズキイチロー・ダンスアカデミー 150-0013渋谷区恵比寿１-２２-８ヤマベビル３F

副部長 林   雅也 03-3371-8661 03-3371-8667 ケヅカテツオダンスアカデミー 169-0073新宿区百人町2-11-25新戸山ビル4F

横山   芙美 03-5420-2038 03-5420-2087 スズキイチロー・ダンスアカデミー 150-0013渋谷区恵比寿１-２２-８ヤマベビル３F

競技部

部長 櫻井　朝之 03-3580-7220 03-3580-7240 小嶋鉄治ダンススタジオ 100-0006千代田区有楽町1-6-8　松井ビル８F

副部長 渡辺　勝彦 03-3707-9053 兼 用 渡辺勝彦ダンス教室 158-0096世田谷区玉川台2-3-12金谷ビル2F

岩田　篤 044-223-7884 A＆J　Dance Studio 212-0058川崎市幸区鹿島田1-9-15 大沢ビル３F

金久保　幸夫 090-1732-6977 048-652-8781 ソシアルダンススクールソレーユ 330-0852埼玉県さいたま市大宮区大成町3-306-3

斉藤　友男 080-6569-0993 ドリームダンススクール 179-0074練馬区春日町4-24-25

吉川　雅博 048-285-6939 スタジオR 344-0073埼玉県川口市赤井1-30-14

技術部

部長 横山　公法 03-3371-8661 03-3371-8667 ケヅカテツオダンスアカデミー 169-0073新宿区百人町2-11-25新戸山ビル4F

副部長 藤井　洋介 03-6424-9580 兼 用 Café de Dance 144-0051大田区西鎌田6-32-13月村マンション１Ｆ

上ノ町　修 03-3708-3945 兼 用 サムズダンススタジオ用賀 158-0097世田谷区用賀4-11-4福島第1ビル２F

手塚　忍 03-5447-5115 03-5447-5116 手塚ダンススタジオ 141-0021品川区大崎2-10-32フラワープラザビル２０２

広報部

部長 細目　恭弘 03-3301-7071 兼 用 サードダンススクール 167-0042杉並区西荻北3-20-2オタニビル4F

副部長 加藤   義人 03-5280-0013 二ツ森亨ダンスアカデミー 101-0062千代田区神田駿河台3-5-4サンジュ共和十番館4F

遠藤　健一郎 048-977-8833 兼 用 M・トモミスポーツダンスクラブ 343-0002越谷市平方1278MTビル２F

川口　剛 090-1219-0296 359-0044所沢市松葉町18-8グリーンヒル新所沢101

増山　誠記 03-3755-7719 03-6804-5277 ますやませいきダンススクール 146-0082大田区池上６-１-１大西ビル 2F

八重樫　寛由 046-252-8711 兼 用 スタジオＭ＆Ｅ 252-0004座間市東原3-13-26

高田   美穂子 03-3805-0140 オオタケダンススクール 116-0013荒川区西日暮里2-18-1増尾ビル6F

ブログ兼務 新井　雅 03-3804-4293 兼 用 ダンススクエア 134-0084江戸川区東葛西6-2-10モリビル７Ｆ

配券部

部長 五十嵐　衛 042-375-2020 042-375-2062 マイダンススクール 206-0011多摩市関戸2-40-23 SIビル７F

副部長 森　昌太 03-3327-2331 兼 用 ミヤジマヒデユキダンススクール 168-0064杉並区永福3-57-19東都永福ビル２Ｆ

三上　和久 03-3301-7071 兼 用 サードダンススクール 167-0042杉並区西荻北3-20-2オタニビル4F

木村　勇 03-3371-8661 03-3371-8667 ケヅカテツオダンスアカデミー 169-0073新宿区百人町2-11-25新戸山ビル4F

鈴木   康友 03-3338-8538 兼 用 高円寺毛塚ダンス教室 166-0003杉並区高円寺南4-51-1

事業部
部長 宮川　祐也 03-6411-8637 兼 用 チャオ　ダンススタジオ 157-0066世田谷区成城２丁目３５-１４こじまビル３F

菅野　純代 042-642-1056 兼 用 イシカワヒロユキダンススタジオ 192-0081八王子市横山町3-6ＪＥビル8F

ブロック統括部
部長 西原　光煕 042-319-9967 兼 用 ニシハラコウキダンスアカデミー 183-0055府中市府中町1-29-2花輪ビルB1F

副部長 小野　大輔 03-3301-7071 兼 用 サードダンススクール 167-0042杉並区西荻北3-20-2オタニビル4F

東関東 ブロック長 白井   鷹征 080-5425-5775 336-0025埼玉県さいたま市南区文蔵3-35-13福寿ハイツ202

西関東１ ブロック長 歩浜   敏夫 03-3371-8661 03-3371-8667 ケヅカテツオダンスアカデミー 169-0073新宿区百人町2-11-25新戸山ビル4F

西関東２ ブロック長 田中   航介 042-319-1583 兼 用 大塚出ダンススクール 183-0056府中市寿町1-3-10-206

南関東１ ブロック長 釈迦堂   裕二 045-311-3445 045-311-4227 柳田ダンススクール 221-0823神奈川県横浜市神奈川区二ツ谷町1-1杉山ビル2F

南関東２ ブロック長 笹生   法章 046-264-5577 笹生ダンススタジオ 242-0021神奈川県大和市中央4-1-23風の木ビル6F

北関東１ ブロック長 水出　光 0282-20-8801 0282-20-8802 矢部行英ダンスカンパニー栃木スタジオ 328-0012栃木県栃木市平柳町１-３２-１３

北関東２ ブロック長 三上　芳弘 049-267-3449 049-267-0222 ダンススクールエメラルド 356-0045埼玉県ふじみ野市鶴が丘３-３-３１

庶務部

部長 戸野倉　栄二 049-289-1960 兼 用 トノクラエイジダンススタジオ 350-0233埼玉県坂戸市南町2-４サウスK24ビル４F

副部長 飯塚　宏樹 0276-48-6666 兼 用 ダンススタジオ飯塚 373-0815群馬県太田市東別所町１４１-１

山口　慎介 03-3806-3837 兼 用 スタジオWITH寺井ダンスカンパニー 116-0014荒川区東日暮里6-45-3ハイウエストビル３F 

渡辺　康行 043-312-2977 兼 用 ワタナベダンススタジオ 260-0824千葉県千葉市中央区浜野町851-2

芳澤　知孝 042-703-0130 兼 用 Yoshizawa Dance Arts 252-0144相模原市緑区東橋本2-20-11

深瀬　茂城 044-522-1737 兼 用 Dance　Studio　Smile 212-0012川崎市幸区中幸町3-13-16フェリーチェ１F

水口　直哉 045-261-1251 045-261-1252 ミズグチダンススクール 231-0048横浜市中区蓮菜町1-2-8勝幸ビル３Ｆ

武内　要 0956-23-0070 0956-23-9870 シンカワ・ダンススタジオ 857-0875長崎県佐世保市下京町９-１３ DKⅡビル６F

大坂   宜史 054-247-7508 054-247-7508 トイズダンスプレイス 420-0866静岡県静岡市葵区西草深町３５-１２サンエールⅡビル１F

有原   良義 046-264-5577 兼 用 笹生ダンススタジオ 242-0021神奈川県大和市中央4-1-23風の木ビル6F

池本   規恒 090-5733-2473 イケモトダンスワールド 351-0035埼玉県朝霞市朝志ケ丘1-1-47ロイヤルハイツ朝霞台307

奥村　唯臣 0467-88-6255 兼 用 セイジダンスフィールド 253-0054神奈川県茅ヶ崎市東海岸南２-２-８-１F


