
流派連絡先一覧

(令和3年1月現在)

№ 流派名 代表者名(協会届出名) ﾌﾘｶﾞﾅ 流派連絡先

葵流 葵    七  皆 ｱｵｲﾅﾅﾄﾓ http://www.nichibu.com
赤堀流 赤堀  加鶴繪 ｱｶﾎﾘｶﾂﾞｴ 052-241-2080
旭流 旭    七  彦 ｱｻﾋﾅﾅﾋｺ www.asahiryu.com/
正派東流 東　　寿　助 ｱｽﾞﾏｼﾞｭｽｹ 043-485-3579
吾妻流 吾妻  徳 穂(2代目) ｱﾂﾞﾏﾄｸﾎ http://www.adzuma.com
石井流 石井  美  代 ｲｼｲﾐﾖ 03-3318-9465
泉流 泉    徳右衛門 ｲｽﾞﾐﾄｸｴﾓﾝ http://www.izumiryu.jp/
市川流 03-3464-7720
市山流直派 市山  小  直 ｲﾁﾔﾏｺﾅｵ happy.villege@celery.ocn.ne.jp
市山流 市山  松  扇 ｲﾁﾔﾏｼｮｳｾﾝ http://www.ichiyama.com/
市山流 市山  七十郎 ｲﾁﾔﾏﾅｿﾛｳ 025-222-8453
京舞井上流 井上  八千代 ｲﾉｳｴﾔﾁﾖ http://www.arc.ritsumei.ac.jp/k-kanze/
岩井流 岩井  紫  若 ｲﾜｲｼｼﾞｬｸ 03-3441-8812
正派岩井流 岩井  半四郎 ｲﾜｲﾊﾝｼﾛｳ http://iwairyu.jp/index.html
内田流 内田  寿  子 ｳﾁﾀﾞﾋｻｺ http://www.uchida-ryu.jp
楳茂都流 楳茂都　扇性 ｳﾒﾓﾄｾﾝｼｮｳ 090-3477-5887(片岡愛之助後援会)
楳若流 楳若  勧二郎 ｳﾒﾜｶｶﾝｼﾞﾛｳ umewaka@umewaka-ichimon.jp
扇流 扇    梅 　芳 ｵｵｷﾞｳﾊﾞｲﾎｳ 06-6572-8660
櫻柳流 櫻柳　壽　麗 ｵｳﾔｷﾞｼﾞｭﾚｲ 092-526-5360
音羽流 音羽  菊  蔵 ｵﾄﾜｷｸｿﾞｳ 06-6871-5358
尾上流 尾上  菊之丞(3代目) ｵﾉｴｷｸﾉｼﾞｮｳ http://www.onoe-ryu.com
宗家花月流 花月　兼　久 ｶｹﾞﾂｶﾈﾋｻ http://souke-kagetsu.sakura.ne.jp/
花月流 花月　祐　里 ｶｹﾞﾂﾕﾘ http://kagetsu-ryu.s1.bindsite.jp/
柏木流 柏木  衛　門 ｶｼﾜｷﾞｴﾓﾝ 090-8854-0072(担当：橘内ｷﾂﾅｲ)
柏木流 柏木  琴  章 ｶｼﾜｷﾞｷﾝｼｮｳ 03-3821-4012
勝美流 勝美  延　三 ｶﾂﾐｴﾝｿﾞｳ http://www.hanakatsumi.jp
勝見流 勝見　嘉　之 ｶﾂﾐﾖｼﾕｷ http://japandancer.web.fc2.com
叶流 叶    一  貴 ｶﾉｳｶｽﾞﾀｶ 03-3911-2933
川口流
神崎流 神崎　え　ん ｶﾝｻﾞｷｴﾝ http://www011.upp.so-net.ne.jp/jiutamaikanzaki/
宗家神﨑流 神﨑  美  乃 ｶﾝｻﾞｷﾐﾉ http://www.souke-kanzaki-ryu.com
菊川流 菊川  裕美路 ｷｸｶﾞﾜﾕﾐｼﾞ 03-3361-0438
錦松流 錦松　寶　泉 ｷﾝｼｮｳﾎｳｾﾝ 072-261-4044
工藤流 工藤  扇  寿 ｸﾄﾞｳｾﾝｼﾞｭ 052-231-1763
小寺流儛 小寺  倭  代 ｺﾃﾞﾗｼｽﾞﾖ 0797-31-2544
琴吹流 琴吹  千  草 ｺﾄﾌﾞｷﾁｸﾞｻ 03-3792-4958
五條流 五條  珠　實 ｺﾞｼﾞｮｳﾀﾏﾐ tmm3rd@gojo-ryu.com
坂本流
瑳川流 瑳川　八千代 ｻｶﾞﾜﾔﾁﾖ http://www.sagawaryu.com　

sagawaryu2480@gmail.com
03-3880-0480・090-3431-3235

五月流 五月  千和加 ｻﾂｷｾﾝﾜｶ http://satsuki-ryu.com/index.php
猿若流 猿若  清三郎 ｻﾙﾜｶｾｲｻﾞﾌﾞﾛｳ info@saruwaka.co.jp
澤村流 澤村  仙之助 ｻﾜﾑﾗｾﾝﾉｽｹ 045-893-4793
志賀山流 志賀山  勢以 ｼｶﾞﾔﾏｾｲ http://www.shigayamaryu.com/
篠塚流 篠塚  梅　扇 ｼﾉﾂﾞｶﾊﾞｲｾﾝ www.shinozukaryu.net
篠塚流 篠塚  力  三 ｼﾉﾂﾞｶﾘｷｿﾞｳ 058-262-4479
瀬川流 瀬川  仙  女 ｾｶﾞﾜｾﾝｼﾞｮ 03-3926-9719
扇崎流 扇崎  秀  園 ｾﾝｻﾞｷｼｭｳｴﾝ http://www.senzaki-net.com
仙田流 仙田  容  子 ｾﾝﾀﾞﾖｳｺ
髙澤流 髙澤　まどか ﾀｶｻﾜﾏﾄﾞｶ https://11buyomyreha.jp/   

post@buyomyreha.jp

高濱流高濱会 高濱流　光華々 ﾀｶﾊﾏﾘｭｳﾐﾂｶｶﾞ 096-295-5584(高濱会事務所)
橘流 橘　　　芳　慧 ﾀﾁﾊﾞﾅﾖｼｴ
宗家立花流 ﾀﾁﾊﾞﾅﾎｳｻﾞﾝ http://souke-tachibanaryu.jp
蔦元流 蔦元  可  世 ﾂﾀﾓﾄｶﾖ 088-622-2645
中村流 中村  梅　彌 ﾅｶﾑﾗｳﾒﾔ http://www.nakamuraryu.jp/
中村流(弥八派) ﾅｶﾑﾗﾄﾗｼﾞ nakamuraryu-0319@docomo.ne.jp
七々扇流 七々扇花瑞王 ﾅﾅｵｳｷﾞｶｽﾞｵｳ http://www.nanaougi.com/
西川流 西川  千　雅 ﾆｼｶﾜｶｽﾞﾏｻ http://www.nishikawa-ryu.com
正派西川流 西川  喜　鳳 ﾆｼｶﾜｷﾎｳ 047-437-2772
西川流鯉風派 西川  左  近 ﾆｼｶﾜｻｺﾝ 03-3541-0871

西川流 西川  扇  藏 ﾆｼｶﾜｾﾝｿﾞｳ http://www.nishikawaryu.jp
錦川流 錦川  京之介 ﾆｼｷｶﾞﾜｷｮｳﾉｽｹ 03-3845-0157
西﨑流家元委員会 西﨑　奈津美 ﾆｼｻﾞｷﾅﾂﾐ 090-3283-2111
西﨑流若葉会 西﨑      緑 ﾆｼｻﾞｷﾐﾄﾞﾘ http://homepage3.nifty.com/nishizaki_dc/
花井流 花井  桃　朝 ﾊﾅｲﾄｳﾁｮｳ 03-3351-0117
花川流 花川  梅　朝 ﾊﾅｶﾜﾊﾞｲﾁｮｳ 03-6327-4007
花園流 花園  千名美 ﾊﾅｿﾞﾉﾁﾅﾐ hanazono@skura.plala.or.jp
花衣流 花衣　翠　蝶 ﾊﾅﾉｴｽｲﾁｮｳ
花ノ本流 花ノ本    寿 ﾊﾅﾉﾓﾄｺﾄﾌﾞｷ http:hananomoto.com
花村流 花村      保 ﾊﾅﾑﾗﾀﾓﾂ 03-3822-4182
花柳流 花柳  壽　輔（5代目） ﾊﾅﾔｷﾞｼﾞｭｽｹ http://www.hanayagiryu.com/
林流(本家) 林  　 一　枝 ﾊﾔｼｶｽﾞｴ SZfukjn7@icloud.com
林流千永派 林  　 千　永 ﾊﾔｼﾁｴ 03-3971-4758
林流 林　　与　一 ﾊﾔｼﾖｲﾁ
坂東流 坂東  巳之助 ﾊﾞﾝﾄﾞｳﾐﾉｽｹ http://www.bando-ryu.jp
百々派坂東流 坂東  百々三 ﾊﾞﾝﾄﾞｳﾓﾓｿﾞｳ 042-752-9300
藤蔭流 藤蔭  静  枝 ﾌｼﾞｶｹﾞｼｽﾞｴ 03-3754-8963
宗家藤蔭流藤蔭会 藤蔭  静  樹 ﾌｼﾞｶｹﾞｾｲｼﾞｭ 075-221-4258(宗家宅)　Fax：075-221-4573
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№ 流派名 代表者名(協会届出名) ﾌﾘｶﾞﾅ 流派連絡先

藤間流 藤間勘右衞門 ﾌｼﾞﾏｶﾝｴﾓﾝ 03-5448-1177(藤間流事務所)
宗家藤間流 藤間  勘　祖 ﾌｼﾞﾏｶﾝｿ https://soke-fujima.jp/
藤間新流 藤間  素  秀 ﾌｼﾞﾏｿｼｭｳ soshu.hanashima@docomo.ne.jp

紫派藤間流 藤間　　　紫(2代目) ﾌｼﾞﾏﾑﾗｻｷ 03-3414-1961(藤間事務所)
紋三郎派藤間流 藤間  紋三郎 ﾌｼﾞﾏﾓﾝｻﾞﾌﾞﾛｳ 03-3392-2220(Fax共)

藤見流 藤見  裕  香 ﾌｼﾞﾐﾕｳｺｳ http://fujimiryuu.no.coocan.jp/
藤村流 藤村　鶴知枝 ﾌｼﾞﾑﾗﾂﾙﾁｴ http://www.fujimuraryu.jp

松風流 松風  翠  穂 ﾏﾂｶｾﾞｽｲﾎ https://www.matsukaze-souke-nihonbuyo.com
松賀流 松賀  藤  雄 ﾏﾂｶﾞﾌｼﾞｵ 042-444-6147　Fax:042-444-6157
松島流 松島  金  昇 ﾏﾂｼﾏｷﾝｼｮｳ http://kinsho.sakura.ne.jp
松見彌流 松見彌  華穂 ﾏﾂﾐﾔﾊﾅﾎ 03-3441-6601
松本流 松本  幸四郎(10代目) ﾏﾂﾓﾄｺｳｼﾛｳ 03-6412-7022((株)Koma.)
黛流 黛　　琉　美 ﾏﾕｽﾞﾐﾙﾐ 03-3583-3633
水尾流 水尾　　　桂 ﾐｽﾞｵｶﾂﾗ 03-3865-0508・03-3874-1317
水木流東京水木会 水木　佑　歌 ﾐｽﾞｷﾕｶ http://mizuki-tokyo.com
水木流舞踊協会 水木  歌寿秀 ﾐｽﾞｷｶｽﾞﾋﾃﾞ 090-5564-0787(水木歌奈)
水木流 水木  歌千代 ﾐｽﾞｷｶﾁﾖ 0742-45-0288
山村流新町家山村 山村  嘉  子 ﾔﾏﾑﾗﾖｼｺ 075-414-2888　Fax：075-414-2881
山村流 山村　友五郎 ﾔﾏﾑﾗﾄﾓｺﾞﾛｳ http://www.yamamuraryu.com

北山村舞踊協会 山村　幸　勝 ﾔﾏﾑﾗｺｳｼｮｳ nitibu.kitayamamura@gmail.com

東山村流 山村　太　鶴 ﾔﾏﾑﾗﾀｶｸ
吉村流 吉村  輝  章 ﾖｼﾑﾗｷｼｮｳ yoshimura-ryu.com

若狭流 若狭　　   彰 ﾜｶｻｱｷ 0294-42-7690
若菜流 若菜  伊三郎 ﾜｶﾅｲｻﾌﾞﾛｳ http://www.wakana-ryu.net/
若見匠流 若見匠　祐助 ﾜｶﾐｼｮｳﾕｳｽｹ http://www.wakamishou.com/

info@wakamishou.com
090-8805-2250

直派若柳流 若柳  　　吟 ﾜｶﾔｷﾞｷﾞﾝ 045-264-4326((株)ｴﾝﾃﾞﾊﾞｰ内直派若柳流事務局)
若柳流 ﾜｶﾔｷﾞｷﾁｾｲ h5ji4@nifty.com
若柳流 若柳  吉  蔵 ﾜｶﾔｷﾞｷﾁｿﾞｳ http://wakayagiryu-souke.jp
若柳流 若柳  壽  延 ﾜｶﾔｷﾞｼﾞｭｴﾝ www.wakayagiryu.co.jp

直派分家若柳流 若柳  宏　高 ﾜｶﾔｷﾞﾋﾛﾀｶ http://wakayagi263.wixsite.com/wakayagi-nihonbuyou
正派若柳流 若柳  宗　樹 ﾜｶﾔｷﾞｿｳｼﾞｭ http://www.wakayagi.jp/

《個人舞踊家》
菊    ひろ子 ｷｸﾋﾛｺ 03-6450-2256
武原  幸  江 ﾀｹﾊﾗｻﾁｴ 03-3583-2222

※掲載希望があった流派のみ、連絡先を掲載しております。
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