
№ 流派名 代表者名(協会届出名) ﾌﾘｶﾞﾅ

1 葵流 葵    七  皆 ｱｵｲﾅﾅﾄﾓ

2 赤堀流 赤堀  加鶴繪 ｱｶﾎﾘｶﾂﾞｴ

3 旭流 旭    七  彦 ｱｻﾋﾅﾅﾋｺ

4 正派東流 東　　寿　助 ｱｽﾞﾏｼﾞｭｽｹ

5 吾妻流 吾妻  徳  穂(2代目) ｱﾂﾞﾏﾄｸﾎ

6 石井流 石井  美　代 ｲｼｲﾐﾖ

7 泉流 泉    徳右衛門 ｲｽﾞﾐﾄｸｴﾓﾝ

8 市川流

9 市山流直派 市山  七百蔵 ｲﾁﾔﾏﾅｵｿﾞｳ

10 市山流 市山  松  扇 ｲﾁﾔﾏｼｮｳｾﾝ

11 市山流 市山　七十郎 ｲﾁﾔﾏﾅｿﾛｳ

12 京舞井上流 井上  八千代 ｲﾉｳｴﾔﾁﾖ

13 岩井流 岩井  紫  若 ｲﾜｲｼｼﾞｬｸ

14 正派岩井流 岩井  半四郎 ｲﾜｲﾊﾝｼﾛｳ

15 内田流 内田  寿  子 ｳﾁﾀﾞﾋｻｺ

16 楳茂都流 楳茂都　扇性 ｳﾒﾓﾄｾﾝｼｮｳ

17 楳若流 楳若  勧二郎 ｳﾒﾜｶｶﾝｼﾞﾛｳ

18 扇流 扇　　梅　芳 ｵｳｷﾞﾊﾞｲﾎｳ

19 櫻柳流 櫻柳　壽　麗 ｵｳﾔｷﾞｼﾞｭﾚｲ

20 音羽流 音羽  菊  蔵 ｵﾄﾜｷｸｿﾞｳ

21 尾上流 尾上  菊之丞 ｵﾉｴｷｸﾉｼﾞｮｳ

22 宗家花月流 花月  兼  久 ｶｹﾞﾂｶﾈﾋｻ

23 花月流 花月  祐  里 ｶｹﾞﾂﾕﾘ

24 柏木流 柏木  衛  門 ｶｼﾜｷﾞｴﾓﾝ

25 勝見流 勝見  嘉  之 ｶﾂﾐﾖｼﾕｷ

26 勝美流 勝美  伊三次 ｶﾂﾐｲｻｼﾞ

27 叶流 叶    一  貴 ｶﾉｳｶｽﾞﾀｶ

28 川口流

29 神崎流 神崎　え　ん ｶﾝｻﾞｷｴﾝ

30 宗家神﨑流 神﨑  美  乃 ｶﾝｻﾞｷﾐﾉ

31 菊川流 菊川  裕美路 ｷｸｶﾞﾜﾕﾐｼﾞ

32 錦松流 錦松  寶  泉 ｷﾝｼｮｳﾎｳｾﾝ

33 工藤流 工藤  扇  寿 ｸﾄﾞｳｾﾝｼﾞｭ

34 小寺流儛 小寺  一光咲 ｺﾃﾞﾗｶｽﾞｺｳｼｮｳ

35 琴吹流 琴吹  千  草 ｺﾄﾌﾞｷﾁｸﾞｻ

36 五條流 五條　 珠　實 ｺﾞｼﾞｮｳﾀﾏﾐ

37 坂本流

38 瑳川流 瑳川　八千代 ｻｶﾞﾜﾔﾁﾖ

39 五月流 五月　千和加 ｻﾂｷｾﾝﾜｶ

40 猿若流 猿若  清三郎 ｻﾙﾜｶｾｲｻﾞﾌﾞﾛｳ

41 澤村流 澤村  仙之助 ｻﾜﾑﾗｾﾝﾉｽｹ

42 志賀山流 志賀山  勢以 ｼｶﾞﾔﾏｾｲ
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43 篠塚流 篠塚  梅　扇 ｼﾉﾂﾞｶﾊﾞｲｾﾝ

44 篠塚流 篠塚  力  三 ｼﾉﾂﾞｶﾘｷｿﾞｳ

45 鈴木流

46 瀬川流 瀬川　仙　女 ｾｶﾞﾜｾﾝｼﾞｮ

47 扇崎流 扇崎  秀  園 ｾﾝｻﾞｷｼｭｳｴﾝ

48 仙田流 仙田  容  園 ｾﾝﾀﾞﾖｳｿﾞﾉ

49 高澤流 髙澤　まどか ﾀｶｻﾜﾏﾄﾞｶ

50 高濱流高濱会 高濱流　光華々 ﾀｶﾊﾏﾘｭｳﾐﾂｶｶﾞ

51 橘流 橘    芳  慧 ﾀﾁﾊﾞﾅﾖｼｴ

52 宗家立花流 ﾀﾁﾊﾞﾅﾎｳｻﾞﾝ

53 蔦元流 蔦元  可  世 ﾂﾀﾓﾄｶﾖ

54 中村流(弥八派) ﾅｶﾑﾗﾄﾗｼﾞ

55 中村流 中村  梅　彌 ﾅｶﾑﾗｳﾒﾔ

56 七々扇流 七々扇花瑞王 ﾅﾅｵｳｷﾞｶｽﾞｵｳ

57 西川流 西川  千　雅 ﾆｼｶﾜｶｽﾞﾏｻ

58 正派西川流 西川　喜　鳳 ﾆｼｶﾜｷﾎｳ

59 西川流鯉風派 西川  左  近 ﾆｼｶﾜｻｺﾝ

60 西川流 西川  扇  藏 ﾆｼｶﾜｾﾝｿﾞｳ

61 錦川流 錦川  京之介 ﾆｼｷｶﾞﾜｷｮｳﾉｽｹ

62 西﨑流家元委員会 西﨑  奈津美 ﾆｼｻﾞｷﾅﾂﾐ

63 西﨑流若葉会 西﨑      緑 ﾆｼｻﾞｷﾐﾄﾞﾘ

64 花井流

65 花川流 花川  梅　朝 ﾊﾅｶﾜﾊﾞｲﾁｮｳ

66 花園流 花園  千名美 ﾊﾅｿﾞﾉﾁﾅﾐ

67 花衣流 花衣  翠  蝶 ﾊﾅﾉｴｽｲﾁｮｳ

68 花ノ本流 花ノ本    寿 ﾊﾅﾉﾓﾄｺﾄﾌﾞｷ

69 花村流 花村      保 ﾊﾅﾑﾗﾀﾓﾂ

70 花柳流 花柳  壽　輔（5世） ﾊﾅﾔｷﾞｼﾞｭｽｹ

71 林流(本家) 林　　一　枝 ﾊﾔｼｶｽﾞｴ

72 林流 林    與  一 ﾊﾔｼﾖｲﾁ

73 林流千永派 林　　千　永 ﾊﾔｼﾁｴ

74 坂東流 坂東  巳之助 ﾊﾞﾝﾄﾞｳﾐﾉｽｹ

75 百々派坂東流 坂東  百々仙 ﾊﾞﾝﾄﾞｳﾓﾓｾﾝ

76 廣川流

77 藤蔭流 藤蔭  静  枝 ﾌｼﾞｶｹﾞｼｽﾞｴ

78 宗家藤蔭流藤蔭会 藤蔭  静  樹 ﾌｼﾞｶｹﾞｾｲｼﾞｭ

79 藤間流 藤間　勘右衞門 ﾌｼﾞﾏｶﾝｴﾓﾝ

80 宗家藤間流 藤間  勘十郎 ﾌｼﾞﾏｶﾝｼﾞｭｳﾛｳ

81 紫派藤間流 藤間　　　紫(3代目) ﾌｼﾞﾏﾑﾗｻｷ

82 藤間新流 藤間  素  秀 ﾌｼﾞﾏｿｼｭｳ

83 紋三郎派藤間流 藤間  紋三郎 ﾌｼﾞﾏﾓﾝｻﾞﾌﾞﾛｳ

84 藤見流 藤見  華  香 ﾌｼﾞﾐｶｺｳ

85 藤村流 藤村　鶴知枝 ﾌｼﾞﾑﾗﾂﾙﾁｴ

86 松風流 松風  翠  穂 ﾏﾂｶｾﾞｽｲﾎ



87 松賀流 松賀  藤  雄 ﾏﾂｶﾞﾌｼﾞｵ

88 松島流 松島  金  昇 ﾏﾂｼﾏｷﾝｼｮｳ

89 松見彌流 松見彌  華穂 ﾏﾂﾐﾔﾊﾅﾎ

90 松本流 松本  幸四郎(10代目) ﾏﾂﾓﾄｺｳｼﾛｳ

91 黛流 黛　　琉　美 ﾏﾕｽﾞﾐﾙﾐ

92 水尾流 水尾     桂 ﾐｽﾞｵｶﾂﾗ

93 水木流東京水木会 水木  佑　歌 ﾐｽﾞｷﾕｶ

94 水木流舞踊協会 水木　歌寿秀 ﾐｽﾞｷｶｽﾞﾋﾃﾞ

95 水木流

96 北山村舞踊協会 山村　幸　勝 ﾔﾏﾑﾗｺｳｼｮｳ

97 山村流新町家山村 山村  嘉  子 ﾔﾏﾑﾗﾖｼｺ

98 山村流 山村　友五郎 ﾔﾏﾑﾗﾄﾓｺﾞﾛｳ

99 吉村流 吉村  輝  之 ﾖｼﾑﾗﾃﾙﾕｷ

100 若狭流 若狭　　　彰 ﾜｶｻｱｷ

101 若菜流 若菜  伊三郎 ﾜｶﾅｲｻﾌﾞﾛｳ

102 若見匠流 若見匠　祐助 ﾜｶﾐｼｮｳﾕｳｽｹ

103 直派若柳流 若柳　茂　駒 ﾜｶﾔｷﾞｼｹﾞｺﾏ

104 若柳流 若柳  吉  蔵 ﾜｶﾔｷﾞｷﾁｿﾞｳ

105 若柳流 ﾜｶﾔｷﾞｷﾁｾｲ

106 若柳流 若柳  壽  延 ﾜｶﾔｷﾞｼﾞｭｴﾝ

107 直派分家若柳流 若柳  宏  高 ﾜｶﾔｷﾞﾋﾛﾀｶ

108 正派若柳流 若柳　宗　樹 ﾜｶﾔｷﾞｿｳｼﾞｭ


