










































 

#008 ■物覚えの良さ？ 

ダンスにおいて、物覚えの良さとはなんでしょう？一般的には早く足型を覚えることを言います

ね。果たしてそれが良いことなのか？もちろん悪いことではないのですが…物覚えが早いと「セン

スがイイ」と言ったりしますが、必ずしもイコールではありません。 

 

私が思うに足型を覚えるのは主に「あたま」であり、「身体」ではありません。ダンスは「身体」

で覚えなければいけません。今までの経験では、物覚えの良い人はあまり練習しない傾向にありま

す。それは物覚えが良いから、忘れてもまたすぐ覚えられるからです。 

それに対して物覚えの良くない人は人一倍練習しなければいけません。頭で理解しても身体が言

うことをきかない場合も多いです。先述したようにダンスは身体で覚えるもの。繰り返し身体を動

かさないと上手くなれないのです。 

 

ダンス界では「物覚えの悪い人はダンス向き」という言葉があります。多分なぐさめも入ってい

ると思うのですが(笑)…補足すれば悪いだけではダメで、練習しないといけません。人一倍練習すれ

ば、人一倍しっかり覚えることができます。 

物覚えが良く、練習熱心ならそれが一番良いですね。でもそーゆー人、なかなかいないです(笑) 

ダンスを習うと「なんでこんな簡単そうなことができないんだろう」ってことがよくあります。 

「私ほど物覚えが良くない人、他にいないんじゃない？」と、みなさんがおっしゃいます。大丈夫、

みなさん似たり寄ったりです。 

 

ダンスはマラソンのようなもの（ゴールはありませんが…）物覚えの良い人はスタートダッシュ

ができるということで、物覚えの良くない人はスロースタートなだけです。 

スタートダッシュしてもチンタラしていたらスロースタートでも抜かせるのです。やっぱり大切

なのは物覚えに関係なく練習量なのだと思います。。。 

 

イシカワヒロユキダンススタジオ blog 

 

                               



◇関東ボールルーム選⼿権 W・T・Vｗ・F・Q  (準決勝より Vw)

◇関東シニアスターボールルーム選⼿権（男性40歳以上） W・T・Vｗ・F・Q  (準決勝より Vw・Q)

◇B級ボールルーム W・T・Vｗ・F・Q  (準決勝より Q 決勝より Vw)

◇C級ボールルーム W・T・F

◇DN級ボールルーム (N級出場可能) W・T

◇関東ラテン選⼿権 C・S・R・P・J  (準決勝より J)

◇B級ラテン C・S・R・P (準決勝より P)

◇C級ラテン C・S・R

◇DN級ラテン (N級出場可能) C・R

◇前期東京ボールルーム選⼿権 予選WTFQ 4種⽬、準決、決勝WTVwFQ 5種⽬

◇前期東京ラテン選⼿権 予選CSRP 4種⽬、準決、決勝CSRPJ 5種⽬

◇シニア競技会 ボールルーム（男性４0歳以上） 予選WTF 3種⽬、準決、決勝WTFQ ４種⽬

◇シニア競技会 ラテン（男性４0歳以上） 予選CSR 3種⽬、準決、決勝CSRP 4種⽬

◇B級競技会 ボールルーム WTFQ 4種⽬

◇B級競技会 ラテン CSRP 4種⽬

◇C級競技会 ボールルーム W・T・F

◇C級競技会 ラテン  C・S・R

◇D級競技会 ボールルーム W・T 

◇D級競技会 ラテン C・R

◇N級競技会 ボールルーム W・T

◇N級競技会 ラテン C・R

 5⽉23⽇（⽇） 令和３年前期東京ボールルームダンス選⼿権＆併催競技会

イコス上尾

都⽴産業貿易センター台東館 ６階

 ５⽉９⽇（⽇） 関東ボールルーム選⼿権埼⽟県⼤会

競技会⽇程



名前 電話番号 FAX

村野元力男 092-271-3654 092-271-3655

812-0018

【東部】

藤井　洋介 03-6424-9580 （兼用）

144-0051

大貫　正弘 028-612-2024 028‐612‐3789

321-0962

天野 博文 03-6303-4345 03-6303-4344

石川　浩之 042-642-1056 （兼用）

192-0081

島田　一秀 048-723-3800 （兼用）

362-0807

遠藤　知美 048-977-8833 （兼用）

343-0002

大塚　出 042-319-1583 （兼用）

183-0056 府中市寿町 1-3-10　藤和府中コープ206

海宝　修 03-3442-1957 （兼用）

141-0022

片山　雄暉 03-3220-9380 （兼用）

166-0004

木下　聡明 0422-39-3770 0422-09-3780

180-0023

一村　浩祐 03-3630-4976 03-3820-1880

135-0033 江東区深川 2-5-1　2F

毛塚　鉄雄 03-3371-8661 03-3371-8667

169-0073

藤岡　啓二 03-3338-8538 （兼用）

166-0003 杉並区高円寺南 4-51-1

越川　真人 0296-22-6462 （兼用）

308-0021

児玉　光三 03-3984-0456 03-3984-0766

170-0005

小林　福美 03-3397-4065

167-0042

石原　正三 03-6279-9557 （兼用）

167-0051

坂本　明 03-5974-6768 03‐5974‐7400

170-0004

鈴木　一朗 03-5420-2038 03‐5420‐2087

150-0013

　　協賛紳士録

ダンス教室８

福岡市博多区住吉 3-14-6　第2ガーデンビル3F

アーサーマレーサウス東京

大田区西蒲田 6－32－13　月村マンション1F

アーツダンス＆クリエーション

栃木県宇都宮市今泉町 266 2F・3F

アマノダンスアカデミー

e-mail    hk_amano@nifty.com

イシカワヒロユキダンススタジオ

WINGダンススクール

M.トモミスポーツダンスクラブ

八王子市横山町 3-6　JEビル8F

【個人】　　教室名／郵便番号／住所

片山ダンススクール

埼玉県北足立郡伊奈町寿 2-282

埼玉県越谷市平方 1278　MTビル2F

大塚出ダンススクール

新宿区百人町 2-11-25　新戸山ビル4F

コダマ・ボールルームダンス・スタジオ

茨城県筑西市甲 240

高円寺毛塚ダンス教室

コシカワダンススクール

毛塚ダンスアートアカデミー

ケヅカテツオダンスアカデミー

スズキイチロー・ダンスアカデミー

杉並区荻窪 5-27-8　タイガープラザ3　8F

豊島区北大塚 2-3-12　ライオンズマンション大塚角萬2F

木下ダンスワールド

杉並区阿佐ヶ谷南 3-1-29　堀野ビル6F

武蔵野市境南町 2-7-20　ダイアパレス武蔵境第2　2F

海宝ダンススクール

品川区東五反田 5-27-10　野村ビル10F

小林福美ダンススタジオ

豊島区南大塚 3-44-11　フサカビル3F

杉並区西荻北 3-21-13　吉野ビル2F

渋谷区恵比寿 1-22-8　ヤマベビル3F

サード・ダンススクール

坂本ダンススクール



名前 電話番号 FAX

中村　栄子 046-252-8711 （兼用）

252-0004

世古宗弘一 028-62-5557 （兼用）

322-0071

山野　清史 03-3366-2005 03-3366-2105

169-0075

岸本　真 0476-44-7033 （兼用）

247-0056

深瀬美知子 044-522-1737 （兼用）

212-0012

中泉　繁 03-5330-5157 （兼用）

164-0003

大屋　勝博 048-945-8960 （兼用）

342-0056

千田　修治 03-3443-5295 03-3443-5296

150-0013

富永　浩史 03-5966-5725 （兼用）

173-0037

西原　光熙 042-319-9967 （兼用）

183-0055

藤井　雅明 03-3235-3563 （兼用）

162-0825

藤原　全史 042-312-4434 （兼用）

185-0012

伊藤　武 042-375-2020 042-375-2062

206-0011 多摩市関戸 2-40-23 SIビル7F

正藤　隆史 03-6806-1631 03-6806-1632

120-0036

増沢　克宣 042-393-4027 （兼用）

189-0001

宮嶋　秀行 03-3327-2331 （兼用）

168-0064

柳田　哲郎 045-311-3445 045-311-4227

221-0823

矢部　行英 0282-20-8801 0282-20-8802

328-0012

渡辺　勝彦 03-3707-9053 （兼用）

158-0096

栃木県栃木市平柳 1-32-13

国分寺市本町 3-11-1　第8千代鶴ビル4Ｆ

足立区千住仲町 19-5　北千住慶寿苑ビル2Ｆ

川崎市幸区中幸町 3-13-16　フェリーチェ1F

中野区東中野 1-50-4　日進ビル3Ｆ

埼玉県吉川市平沼 1-10-9-2F

ダンススタジオナカイズミ

千田修治ソシアルダンスカンパニー

トミナガダンスファクトリー

渋谷区恵比寿 1-8-1　サン栄ビル7Ｆ

板橋区小茂根 1-28-14　1Ｆ

府中市府中町 1-29-2　花輪ビルＢ1Ｆ

ニシハラコウキダンスアカデミー

高田馬場山野ダンススクール

ダンススタジオキシモト大船

ダンススタジオすまいる

鎌倉市大船 1-23-26　ニュー大船ビル

フジワラダンスアカデミー

ミヤジマヒデユキダンススクール

柳田ダンススクール

矢部行英ダンスカンパニー

世田谷区玉川台 2-3-12　金谷ビル2Ｆ

フジイトータルダンスカンパニー神楽坂校

新宿区神楽坂 2-13-4

渡辺勝彦ダンス教室

正藤ダンススクール

マスザワソシアルダンススクール

東村山市秋津 5-13-21　柴田ビル3Ｆ　301号

マイダンススクール

　　協賛紳士録

【東部】　　教室名／郵便番号／住所

杉並区永福 3-57-19　東都永福ビル2Ｆ

ダンススペースオオヤ

セコムネダンスフィールド

スタジオＭ＆Ｅ

神奈川県座間市東原 3-13-26

栃木県鹿沼市見野 666-25

新宿区高田馬場 4-6-6　カスケード璃4Ｆ　401

横浜市神奈川区二ツ谷町 1-1　杉山2Ｆ



名前 電話番号 FAX

大野　正幸 0123-33-0239 （兼用）

061-1444 恵庭市京町70番地 友保ビル2F

高田　寛也 0142-22-0654 （兼用）

052-0021

忠鉢　敏 011-841-4275 （兼用）

062-0932

斎藤　正志 022-214-2014 （兼用）

980-0021

佐藤　準一 0186-42-5320 0186-42-4273

017-0045

関本　政義 018-874-2274 （兼用）

018-1516

竹森　修 017-741-2227 （兼用）

030-0901

小林　康子 017-777-3794 （兼用）

030-0801

藤森　秀昭 017-735-5940 （兼用）

030-0812

嶺村　文夫 022-221-4355 022-221-4356

980-0021

村上　勝彦 075-464-5027 （兼用）

602-8286

石橋　健太 092-737-2083 （兼用）

810-0022 福岡市中央区薬院 1-11-7 Sビル2 4F

新川　紘子 0956-23-0070 0956-23-9870

857-0875 長崎県佐世保市下京町 9-13 DKⅡビル6F

立木　敏夫 0956-24-9043 （兼用）

857-0052

本田　善久 092-643-1539 （兼用）

812-0053

富田　宗嗣 092-401-9515 （兼用）

810-0004

木村　美紀 083-949-1083 （兼用）

753-0211

長崎県佐世保市松浦町 2-4　花徳ビル4Ｆ

山口県山口市大内長野 1086-2

ダンススタジオｉｎｇ

ミキダンススタジオ

トミタボールルームダンスアカデミー

福岡県福岡市中央区渡辺通 1-10-1　四十川ビル2Ｆ

福岡市東区箱崎 2-41-7　メモリアル箱崎ビル2Ｆ

ＣＯＣＯエレガンス総合ダンス学院

立木ダンス教室

シンカワダンススタジオ 佐世保校

イシバシケンタダンススタジオ

【九州】

高田ダンスセンター

忠鉢敏ダンススクール

伊達市末永町 43-5　ＮＫ松浦ビル2Ｆ

札幌市豊平区平岸2条7丁目3-16 エクセレントハウス2F

サイトウダンスアカデミー

サトウダンスアカデミー

セキモトダンススタジオ

竹森ダンススタジオ

ダンススタジオ小林

藤森ダンススタジオ

嶺村ダンススクール

宮城県仙台市青葉区中央 4-9-8　渡辺ビル2Ｆ

秋田県大館市中道 1-1-6

秋田県南秋田郡井川町浜井川字荒田堰 20-3

青森市港町 3-6-11

【西部】

青森市桂木町 2-9-17

青森市堤町 1-9-7　じゅん2Ｆ

【東北】

会報誌【DANCING】広告、紳士録掲載のお願い

掲載の申し込み、内容の変更（住所、電話番号、名前等）掲載取消の場合は

　　協賛紳士録

大野ダンススクール

【北海道】　教室名／郵便番号／住所

メール（jpclkouhou2020@gmail.com)にご連絡お願いします。

京都市上京区千本通中立売上げる玉谷町34 かつらぎガスビル2階

宮城県仙台市青葉区中央 2-2-6 三井住友銀行仙台支店ビル４F



 
 

【メール会報誌 広告・紳士録掲載料金表】 
 
掲載期間：2021 年７月から 2022 年６月まで１年間（年 12 回予定） 
配信対象：広告主・紳士録掲載教室・選手会会員  
サイズ ：原寸サイズ B5  20 ページ ～ 
◆ 広告 

広告 色・サイズ 寸法  価格 年間契約価格（12 回） 

カラー 1 頁  257ｍｍ×182ｍｍ   ￥6,000/回  ￥60,000  

白黒 1 頁 257ｍｍ×182ｍｍ  ￥4,000/回  ￥40,000  

カラー 1/2 頁  128ｍｍ×182ｍｍ  ￥3,000/回  ￥30,000  

白黒 1/2 頁  128ｍｍ×182ｍｍ  ￥2,000/回  ￥20,000  

 
◆ 紳士録掲載費 年間価格（12 回）   ￥3,000 
 
※内容変更（住所・電話番号・経営者等）、掲載の取り消し、新規お申込みは 
jpclkouhou2020@gmail.com にご連絡ください。 



広告や紳士録への掲載のご協力をいただきまして誠にありがとうございます。
より一層に内容充実を計り、企画や発行活動を行ってまいりますので
引き続き掲載をご継続の程何卒宜しくお願い申し上げます。

■　広告
◆掲載期間　：　１年間

◆配布対象　：　広告主・紳士録掲載教室・選手会会員

◆Ｂ５サイズ　：　20ページ～

◆年10回発行予定

広告サイズ 寸法 色 価格 年間契約

 表紙裏１頁 182mm×257mm カラー \9,000/回

 裏表紙・裏 182mm×257mm カラー \8,000/回

 中１頁 182mm×257mm 白黒 \5,000/回

 中１／２頁 182mm×128mm 白黒 \2,500/回

■紳士録
◆掲載期間　：　１年間

◆掲載費　：　年間 \5,000

※内容変更（住所・電話番号・経営者等）、掲載の取り消し、新規お申込みは

 jpclkouhou2020@gmail.com  にご連絡ください。

☞ 欠場届
ＪＣＦ競技会事務局 ※スマートフォン等QRコード読取り

TEL＆FAX　03-5421-8223 で利用できます。

☞ 海外渡航届
総務部 橋口正臣（正藤ダンススクール）
TEL　090-1798-5186 / FAX　048-982-5648

☞ 引退、退会届
総務部 岩田亮二（ツチヤダンスガーデン）

   （各種届出変更） TEL＆FAX　044-822-3242

☞ 理事会委任
総務部 岩田亮二（ツチヤダンスガーデン）
可能な限り　LINE　でお願いします。

☞ レンタルドレス問い合わせ
総務部　武本理絵（ユーロダンスファッション）

   （JPCLのドレスのみ） TEL＆FAX　03-6279-9968

広告・紳士録掲載の御礼

新規広告・紳士録掲載のお願い

掲載回数× \7,000

掲載回数× \6,500

掲載回数× \5,000

掲載回数× \2,500



 

会報誌【ＤＡＮＣＩＮＧ】広告、紳士録掲載のお願い 

広告、紳士録掲載の申し込み、内容の変更、掲載の取り消しの場合は

メールにてご連絡お願い致します。   

E-mail:jpclkouhou2020@gmail.com 
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