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ごあいさつ

このたび、一般社団法人奈良県ボールルームダンス連盟の「第４回ＰＤ西部ブロックランキング

競技奈良大会（第３０回奈良スーパーライジングダンス競技大会）」が、ここ香芝市において、盛

大に開催されますこと、また各地からお集まりいただきました選手並びに関係者の皆さんをお迎え

できますことは、誠に喜ばしく、心から歓迎を申し上げます。また、本大会を開催されるにあたり、

ご尽力をいただきました大会役員の皆様をはじめ、多くの関係者の方々に心より感謝申しあげます。

ご存知のようにダンススポーツは、年齢、性別を超えて、それぞれの身体能力に合わせて安全に

楽しめることから、全世界で人気のスポーツであり、また高齢化社会を迎えた今、愛好者に生きが

いと活力をもたらす生涯スポーツとしても広く普及しております。

本市におきましても、「誰もが憧れる住み良い美しい街」を目指し、誰もが、心豊かに暮らせ、

生涯輝いていられる街づくりの、より一層の推進に取り組んでいるところです。奈良県ボールルー

ムダンス連盟の関係者の皆様におかれましては、今後ともダンススポーツを「いつでも、いつまでも」楽しんでいただ

き、より多くの方々に普及していただくとともに、体力向上、健康増進に繋げて頂ければと思っております。

選手の皆さんにおかれましては、日頃の練習の成果を十分に発揮され、技術と美を競われるとともに、親睦と交流を

深められ、心に残る素晴らしい大会になりますことを願っております。

結びに、本競技大会のご成功をお祈り申し上げますとともに、併せて一般社団法人奈良県ボールルームダンス連盟の

ますますのご発展と関係各位のご健勝を心からお祈り申し上げまして、お祝いのご挨拶とさせていただきます。

本日、香芝市において「第４回ＰＤ西部ブロックランキング競技奈良大会（第３０回奈良スーパー

ライジングダンス競技大会」を開催できますことは喜ばしいことです。

ダンススポーツが国民スポーツ大会へ競技としての参加を目前にして、その審判方法や審判基準の

明確化と公平性と透明性を担保することが求められています。本日もＰＤ（いわゆるプロフェッショ

ナル）とＧＤ（いわゆるアマチュア）の公認審判員が本部から派遣されており、公平で公正な審判を

行います。

今年川崎市で開催された「世界ユースブレイキン選手権」では、ダンススポーツの１部門であるブ

レーキングダンス大会が開催され、男女とも日本の代表が優勝するなど若い人たちが活躍しています。

また、先日福井県で開催された全国都道府県対抗戦では、奈良県代表は総合１０位、スタンダード３位と、将来奈良

県で開催される国民スポーツ大会での活躍が期待されます。

本日、競技会を開催するにあたって、お世話になりました皆様に心から感謝するとともに選手の皆さん、観客の方々

と共に、精一杯ダンススポーツを楽しみたいと思います。

  観客、選手の皆さま、本日はプレミアディビジョンのランキング戦にお越し頂きまして、誠にあり

がとうございます。

  ダンススポーツの世界は今、目まぐるしく変化しております。

ひとつ目は公益社団法人日本ダンススポーツ連盟の公認するダンス競技会は、2019 年からこの西

部エリアでは、府県連盟と私たち PD の競技会だけとなり、JPBDA (旧 西部JPDSA) の主催する

競技会はこの全日本ダンススポーツ統一級から外れることになりました。

これには大きな潮流があります。まずJDSF が公益法人格を持つゆえに、偏った審判員の派遣や不

透明な会計処理を全て排除した競技会を開催するようにとの関係省庁からの強い要請があったことで

す。また二年前から西部JPDSA に対して、PD に是非合流してもらうべく協力をお願いしていたのですが（九州エリ

アと東部は合流ずみ）、残念ながら自前の競技会を開催したいとの意向は変えていただけませんでした。

ふたつ目は、オリンピックに向けた大きなうねりです。

ダンス人の教科書は1960 年代に発行された、今の踊りにあっていない古い記述集しか存在していませんでしたが、

現代のトップ選手の動きを三次元解析し、解剖学的にも精緻な分析を施した教本が作成されました。（JDSF によって

日本語訳も十種目完成：販売も開始）これもダンススポーツが単なる「芸術」ではなく、スポーツとして世界基準を確

立して行く流れの一つなのです。

  そんな中でも私たちプレミアディビジョンのダンス競技は審判員の選定を見直し、過半数を超える他エリアのプロジ

ャッジを起用し、審判基準の透明化はもちろん、公正できわめて正しいジャッジメントが出来る運営をしています。

  この世界の潮流の中で闘う選手たちの、迫熱したダンス競技に絶大なご声援をよろしくお願いいたします。

大会名誉会長
吉田 弘明
（香芝市長）

大会会長
阪田 麗二

大会実行委員長
大江 偉夫



２０１８年１１月１８日（日）　香芝市総合体育館　午前９時３０分～

8:00 　役員集合 11:12 昼の部競技開始

8:30 　選手受付開始・一般開場 13:30 JDSF・St　B C２ D2　受付締切

9:00 　ＪＤＳＦ ・Ｌｔ　受付締切 14:00 第２回表彰式

9:15 　審判員会議 14:20 入場式
9:30 　競技開始 16:30 PD　受付締切

10:00 　ＪＤＳＦ・Ｓｔ Ｄ１ Ｃ1 受付締切 17:49 来賓紹介、主催者挨拶

10:30 　シニア 受付締切 19:14 第３回表彰式
10:52   第１回表彰式 19:24 閉会

No. 時刻 競技名 ラウンド 種目 組数 UP数 ヒート数 平均UP 所要時間 備　考

9:00 29分

9:29 1分

1 9:30 ＪＤＳＦ Ｃ級戦 ラテン 最終予選 SCＲ 21組 12UP  2H 6UP 12分

2 9:42 ＪＤＳＦ Ｂ級戦 ラテン 最終予選 SCRP 15組 10UP  2H 5UP 16分

3 9:58 ＪＤＳＦ Ｎ級戦 ラテン 準決勝 ＣＲ 5組 5UP 1H 5UP 4分

4 10:02 ＪＤＳＦ Ｄ級戦 ラテン 準決勝 ＣＲ 11組 6UP  1H 6UP  4分

5 10:06 ＪＤＳＦ Ｃ級戦 ラテン 準決勝 SCＲ 12組 6UP  1H 6UP 6分

6 10:12 ＪＤＳＦ Ｂ級戦 ラテン 準決勝 SCRP 10組 6UP  1H 6UP 8分

7 10:20 ＪＤＳＦ Ｎ級戦 ラテン 決　勝 ＣＲ 5組 順位  1H 4分

8 10:24 ＪＤＳＦ Ｄ級戦 ラテン 決　勝 ＣＲ 6組 順位  1H 4分

9 10:28 ＪＤＳＦ Ｃ級戦 ラテン 決　勝 SCＲ 6組 順位  1H 6分

10 10:34 ＪＤＳＦ Ｂ級戦 ラテン 決　勝 SCRP 6組 順位  1H 8分

10:42 10分

10:52 15分

11:07 5分

11 11:12 ＪＤＳＦ Ｄ級戦 スタンダード1 １次予選 WT 29組 18UP  3H 6UP  12分

12 11:24 ＪＤＳＦ Ｃ級戦 スタンダード1 １次予選 TF 57組 42UP  6H 7UP  24分

13 11:48 ＪＤＳＦ Ｄ級戦 スタンダード1 最終予選 WT 18組 12UP  2H 6UP  8分

11:56 7分

14 12:03 ＪＤＳＦ Ｃ級戦 スタンダード1 ２次予選 ＷT 42組 24UP  4H 6UP  16分

15 12:19 シニアⅢＡ級戦 スタンダード 最終予選 ＷＴ 16組 12UP  2H 6UP 8分

16 12:27 シニアⅡＡ級戦 スタンダード 最終予選 ＷTF 21組 12UP  2H 6UP 12分

17 12:39 ＪＤＳＦ Ｃ級戦 スタンダード1 最終予選 WTF 24組 12UP  2H 6UP  12分

12:51 7分

18 12:58 ＪＤＳＦ Ｄ級戦 スタンダード1 準決勝 WT 12組 6UP  1H 6UP  4分

19 13:02 シニアⅢＢ級戦 スタンダード 準決勝 ＷＴ 12組 6UP  1H 6UP 4分

20 13:06 ＪＤＳＦ Ｃ級戦 スタンダード1 準決勝 ＷTF 12組 6UP  1H 6UP  6分

21 13:12 シニアⅡＢ級戦 スタンダード 準決勝 ＷTF 12組 6UP  1H 6UP 6分

22 13:18 シニアⅢＡ級戦 スタンダード 準決勝 ＷＴ 12組 6UP  1H 6UP 4分

第４回ＰＤ西部ブロックランキング競技奈良大会

開       場

開会宣言・審判員紹介

Ｂ・Ｃ・Ｄ級ラテン優勝者オナーダンス

第１回表彰式

休憩・時間調整・フロア清掃

休憩・時間調整・フロア清掃

休憩・時間調整・フロア清掃



No. 時刻 競技名 ラウンド 種目 組数 UP数 ヒート数 平均UP 所要時間 備　考

23 13:22 シニアⅡＡ級戦 スタンダード 準決勝 ＷTF １2組 6UP  1H 6UP 6分

24 13:28 ＪＤＳＦ Ｄ級戦 スタンダード1 決　勝 WT 6組 順位  1H 4分

25 13:32 ＪＤＳＦ Ｃ級戦 スタンダード1 決　勝 ＷTF 6組 順位  1H 6分

26 13:38 シニアⅢＢ級戦 スタンダード 決　勝 ＷＴ 6組 順位  1H 4分

27 13:42 シニアⅡＢ級戦 スタンダード 決　勝 ＷTF 6組 順位  1H 6分

28 13:48 シニアⅢＡ級戦 スタンダード 決　勝 ＷＴ 6組 順位  1H 4分

29 13:52 シニアⅡＡ級戦 スタンダード 決　勝 ＷTF 6組 順位  1H 6分

13:58 2分

14:00 15分

14:15 5分

14:20 10分

30 14:30 ＪＤＳＦ Ｂ級戦 スタンダード １次予選 WTF 104組 64UP  8H 8UP 48分

15:18 15分

31 15:33 ＪＤＳＦ Ｂ級戦 スタンダード ２次予選 WTF 64組 48UP  6H 8UP 36分

32 16:09 ＪＤＳＦ Ｃ級戦 スタンダード２ １次予選 ＷQ 37組 24UP  3H 8UP 12分

16:21 3分

33 16:24 ＪＤＳＦ Ｂ級戦 スタンダード 3次予選 WTF 48組 24UP  4H 6UP 24分

34 16:48 ＪＤＳＦ Ｄ級戦 スタンダード２ 最終予選 FQ 15組 10UP  2H 5UP 8分

35 16:56 ＪＤＳＦ Ｃ級戦 スタンダード２ 最終予選 ＷTQ 24組 12UP  2H 6UP 12分

36 17:08 ＪＤＳＦ Ｂ級戦 スタンダード 最終予選 WTFQ 24組 12UP  2H 6UP 16分

37 17:24 PD オープン戦 スタンダード 最終予選 WTVFQ 16組 12UP  2H 6UP 20分

17:44 5分

17:49 5分

38 17:54 ＪＤＳＦ Ｄ級戦 スタンダード２ 準決勝 FQ 10組 6UP  1H 6UP 4分

39 17:58 ＪＤＳＦ Ｃ級戦 スタンダード２ 準決勝 ＷTQ 12組 6UP  1H 6UP 6分

40 18:04 ＪＤＳＦ Ｂ級戦 スタンダード 準決勝 WTFQ 12組 6UP  1H 6UP 8分

41 18:12 PD オープン戦 スタンダード 準決勝 WTVFQ 12組 6UP  ※ 2H 6UP 20分

18:32 5分

18:07 1分

42 18:38 ＪＤＳＦ Ｄ級戦 スタンダード２ 決　勝 FQ 6組 順位  1H 4分

43 18:42 ＪＤＳＦ Ｃ級戦 スタンダード２ 決　勝 ＷTQ 6組 順位  1H 6分

44 18:48 ＪＤＳＦ Ｂ級戦 スタンダード 決　勝 WTFQ 6組 順位  1H 8分

45 18:56 PD オープン戦 スタンダード 決　勝 WTVFQ 6組 順位  1H 10分

19:06 8分

19:14 10分

19:24 終了

休憩・時間調整・フロア清掃

シニアⅡA優勝者オナーダンス

第２回表彰式

入場式

休憩・時間調整・フロア清掃

休憩・時間調整・フロア清掃

　※　ＰＤオープン戦 スタンダード 準決勝は、２ヒートでシャッフルを行います。

ＰＤ・Ｂ・Ｃ・Ｄ級スタンダード優勝者オナーダンス

第３回表彰式

閉　会

休憩・時間調整・フロア清掃

来賓紹介、主催者挨拶

休憩・時間調整・フロア清掃

審判員紹介



16組

背番号 リーダー パートナー 所属 メモ 背番号 リーダー パートナー 所属 メモ

10 近藤　寛之 渡邉　楓 ＰＤ 18 仲西　勝流 有美 ＰＤ

11 喜多田　芳起 細田　千代 ＰＤ 19 川瀬　一史 小林　世以子 ＰＤ

12 岩本　喜治 合田　麻里 ＰＤ 20 小田　康麿 武　佳奈子 ＰＤ

13 宮﨑　政明 宮﨑　靖子 ＰＤ 21 早﨑　正剛 早﨑　裕美 ＰＤ

14 藤田　洋一 寺川　秀代 ＰＤ 22 中川　俊樹 百合香 ＰＤ

15 岡本　直樹 森下　恵未 ＰＤ 23 岡　成和 岡　由華 ＰＤ

16 菊川　想矢 菊川　典莉子 ＰＤ 24 前田　雅仁 宮崎　梢 ＰＤ

17 水島　寛 水島　愛紅美 ＰＤ 25 寺岡　芳貴 星川　知子 ＰＤ

21組

背番号 リーダー パートナー 所属 メモ 背番号 リーダー パートナー 所属 メモ

50 山村　原延 山村　佐織 奈良県 61 光山　太祐 光山　早苗 兵庫県

51 中出　守 三目　早美 和歌山県 62 清水　正文 清水　千鶴 奈良県

52 高田　波平 北山　栄子 大阪府 63 嶌岡　勲 木下　喜美代 奈良県

53 岡島　雅明 岡島　恵子 大阪府 64 天野　雅仁 天野　庸子 愛知県

54 野口　修司 北野　裕子 大阪府 65 永浦　泰示 福井　美羽 京都府

55 林　知弘 林　やよい 愛知県 66 加茂　芳則 加茂　好子 兵庫県

56 伊藤　隆夫 吉本　登代子 徳島県 67 西尾　晃治 加納　千鶴 京都府

57 荒木　隆雄 荒木　けい子 愛知県 68 養父　規幸 養父　啓子 大阪府

58 平木　康友 斎藤　容子 奈良県 69 北原　常宏 伊藤　かおる 京都府

59 松井　清弘 松井　佳代子 京都府 70 橋本　毅 長坂　幸枝 愛知県

60 杉本　誠 田中　洋子 愛知県

16組

背番号 リーダー パートナー 所属 メモ 背番号 リーダー パートナー 所属 メモ

62 清水　正文 清水　千鶴 奈良県 77 西村　雅英 西村　幸子 兵庫県

63 嶌岡　勲 木下　喜美代 奈良県 78 鬼橋　賢一郎 津曲　敦子 奈良県

71 坂本　裕満 甘利　恵美子 京都府 79 松下　和弘 川端　京子 大阪府

72 大西　正之 津ノ田 千鶴子 兵庫県 80 今里　清幸 山田　静代 大阪府

73 澤田　章 山口　絹代 大阪府 81 藤本　正和 菊川　節子 大阪府

74 小田　周二 小田　房江 大阪府 82 黒澤　克巳 黒澤　直子 兵庫県

75 藤井　正三 丸田　和子 大阪府 83 勝部　守 勝部　千佳子 大阪府

76 八木　郁夫 松川　順子 広島県 84 西河　健 日野　光江 滋賀県

104組

背番号 リーダー パートナー 所属 メモ 背番号 リーダー パートナー 所属 メモ

72 大西　正之 津ノ田 千鶴子 兵庫県 127 滝本　重信 水野　まゆみ 兵庫県

73 澤田　章 山口　絹代 大阪府 128 中山　義幸 冨永　孝子 大阪府

74 小田　周二 小田　房江 大阪府 129 江守　宣康 天宅　美枝子 滋賀県

75 藤井　正三 丸田　和子 大阪府 130 元川　勲 太田　和恵 大阪府

76 八木　郁夫 松川　順子 広島県 131 野田　農廣 塚田　外美子 滋賀県

77 西村　雅英 西村　幸子 兵庫県 132 尾形　保男 尾形　美栄 大阪府

78 鬼橋　賢一郎 津曲　敦子 奈良県 133 木野　博幸 奥野　典子 奈良県

79 松下　和弘 川端　京子 大阪府 134 森永　巧 北川　円 京都府

出　場　者　名　簿　　　　　　　　　（　）は最終予選から

ＰＤオープン戦スタンダード　Ｗ・Ｔ・（Ｖ）・Ｆ・Ｑ

シニアⅡＡ級戦スタンダード　Ｗ・Ｔ・Ｆ

シニアⅢＡ級戦スタンダード　Ｗ・Ｔ

ＪＤＳＦ B級戦スタンダード　Ｗ・Ｔ・Ｆ・(Ｑ)

次ページへ続く 次ページへ続く



80 今里　清幸 山田　静代 大阪府 135 河﨑　正雄 西元　ひとみ 京都府

81 藤本　正和 菊川　節子 大阪府 136 市来　輝夫 百々　桂香 大阪府

85 橋本　圭司 橋本　薫 和歌山県 137 小川　陽一 小川　智津子 兵庫県

86 堀内　義行 田中　照代 大阪府 138 阿部　浩明 阿部　由紀 兵庫県

87 小野　象博 山口　美佐子 大阪府 139 天満　雅美 佐伯　カンミ 大阪府

88 馬目　洋一 馬目　八重子 和歌山県 140 北田　佳秀 川上　まゆ美 和歌山県

89 中野　茂石 阪上　裕子 京都府 141 福田　敏一 福田　みさ 兵庫県

90 横山　道雄 瀬川　淑子 大阪府 142 藤原　弘光 西部　紗妥子 京都府

91 畠田　敏幸 畠田　純子 大阪府 143 河野　嘉隆 笹倉　佐智子 兵庫県

92 奥村　晃三 奥村　あつ子 大阪府 144 廣海　康夫 廣海　明子 大阪府

93 谷口　均 北村　百合子 大阪府 145 藤村　桂 山田　通子 愛知県

94 丸山　芳男 丸山　久美子 大阪府 146 村田　豊秋 南部　良子 大阪府

95 溝口　重夫 溝口　眞理子 滋賀県 147 早川　生馬 早川　円 大阪府

96 岩出　繁 笹原　洋子 大阪府 148 矢野　博幸 橋本　美恵子 徳島県

97 長瀬　義孝 植松　真佐子 大阪府 149 今村　清治 遠藤　久恵 大阪府

98 西本　吉男 和田　澄子 京都府 150 川口　憲一 川口　晶子 広島県

99 松岡　史雄 橘　智子 兵庫県 151 西濵　進太郎 西濵　由規 奈良県

100 髙山　猛 黒田　成子 大阪府 152 後藤　監治 堀口　千晶 兵庫県

101 惣野　梅男 中井　啓子 大阪府 153 谷口　道生 谷口　瑛子 兵庫県

102 田尻　昇 田尻　良枝 兵庫県 154 庄原　雄二 市丸　小夜子 大阪府

103 内田　主男 鈴木　峯子 京都府 155 横佐　裕氏 東　みよこ 大阪府

104 内藤　康延 安井　初栄 京都府 156 村井　淳 平井　三恵 大阪府

105 上住　祥通 岩政　悦子 大阪府 157 片山　啓二 本田　良子 大阪府

106 森川　明 迫川　百合子 大阪府 158 高崎　健二 松下　千秋 和歌山県

107 多田　耕一 多田　笑子 大阪府 159 大久保　昌克 後藤　タカ子 大阪府

108 小林　義弘 井口　加代 奈良県 160 谷崎　正男 池田　和江 大阪府

109 西垣　昭造 橋本　誠子 大阪府 161 津田　修 津田　初枝 京都府

110 形山　雅一 岡　敏子 京都府 162 釘本　義直 秦泉寺 美那子 奈良県

111 米田　敏男 川口　光子 奈良県 163 川合　三治 川合　紀美子 大阪府

112 河邉　眞人 河邉　友子 兵庫県 164 平井　尚 平井　朝日 和歌山県

113 佐々木　征三 佐々木　絢子 大阪府 165 冨尾　隆 平井　和子 兵庫県

114 大西　克典 大西　美千代 大阪府 166 立花　美實 近藤　やす子 静岡県

115 藤田　治平 井田　満子 大阪府 167 北浦　純一 北浦　絹代 大阪府

116 井上　晴之 小澤　幸矢加 京都府 168 笹岡　千海 笹岡　麗子 大阪府

117 土井　和夫 松本　綾子 大阪府 169 岡本　隆之 岡本　典子 京都府

118 栗田　豊彦 鷹見　恵理子 京都府 170 松下　幸宏 別府　恵子 大阪府

119 秋庭　弘志 中尾　康子 大阪府 171 坂田　道生 木村　有里 京都府

120 髙力　正義 髙力　博子 京都府 172 西坂　知明 秦　いづみ 大阪府

121 福森　章夫 福森　淳子 兵庫県 173 岩佐　善雄 林田　早苗 大阪府

122 藤田　達巳 山本　幸江 兵庫県 174 嶋本　響喜 嶋本　明華 JrAC

123 野村　泰行 野原　真子 兵庫県 175 高田　清 高田　百合子 兵庫県

124 濵　雅裕 濵　眞弓 大阪府 176 松野　隆司 八木　紀美恵 京都府

125 野田　幹夫 野田　美由紀 大阪府 177 月城　誠一 桜井　正子 兵庫県

126 市川　元紀 山下　久代 大阪府 178 内藤　剛 橋本　真理 大阪府

15組

背番号 リーダー パートナー 所属 メモ 背番号 リーダー パートナー 所属 メモ

64 天野　雅仁 天野　庸子 愛知県 151 西濵　進太郎 西濵　由規 奈良県
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65 永浦　泰示 福井　美羽 京都府 152 後藤　監治 堀口　千晶 兵庫県

66 加茂　芳則 加茂　好子 兵庫県 179 竹内　厚人 竹内　妙子 大阪府

67 西尾　晃治 加納　千鶴 京都府 180 小原　茂祥 永田　めぐみ 大阪府

68 養父　規幸 養父　啓子 大阪府 181 足立　理生 足立　理津子 京都府

148 矢野　博幸 橋本　美恵子 徳島県 182 高橋　康徳 桐本　光子 大阪府

149 今村　清治 遠藤　久恵 大阪府 183 髙井　信宏 鈴岡　舞子 滋賀県

150 川口　憲一 川口　晶子 広島県

12組

背番号 リーダー パートナー 所属 メモ 背番号 リーダー パートナー 所属 メモ

69 北原　常宏 伊藤　かおる 京都府 155 横佐　裕氏 東　みよこ 大阪府

82 黒澤　克巳 黒澤　直子 兵庫県 156 村井　淳 平井　三恵 大阪府

83 勝部　守 勝部　千佳子 大阪府 157 片山　啓二 本田　良子 大阪府

84 西河　健 日野　光江 滋賀県 184 鈴木　孝夫 鈴木　清美 静岡県

153 谷口　道生 谷口　瑛子 兵庫県 185 小野　裕 西村　京子 大阪府

154 庄原　雄二 市丸　小夜子 大阪府 186 山中　邦光 馬場　洋子 大阪府

12組

背番号 リーダー パートナー 所属 メモ 背番号 リーダー パートナー 所属 メモ

70 橋本　毅 長坂　幸枝 愛知県 163 川合　三治 川合　紀美子 大阪府

158 高崎　健二 松下　千秋 和歌山県 164 平井　尚 平井　朝日 和歌山県

159 大久保　昌克 後藤　タカ子 大阪府 165 冨尾　隆 平井　和子 兵庫県

160 谷崎　正男 池田　和江 大阪府 166 立花　美實 近藤　やす子 静岡県

161 津田　修 津田　初枝 京都府 187 高谷　勝 大谷　律子 大阪府

162 釘本　義直 秦泉寺 美那子 奈良県 188 本田　純雄 本田　美保子 兵庫県

57組

背番号 リーダー パートナー 所属 メモ 背番号 リーダー パートナー 所属 メモ

187 高谷　勝 大谷　律子 大阪府 216 足高　康正 足高　博子 大阪府

188 本田　純雄 本田　美保子 兵庫県 217 巣立　博明 滝下　幸栄 京都府

189 北田　憲一 和田　秀子 大阪府 218 板本　周治 八木　美貴子 京都府

190 鈴木　勇太 清家　理沙 兵庫県 219 瀬古　明 武田　和可子 大阪府

191 堀江　由三 真砂　佳美 東京都 220 野田　光昭 髙島　加代子 兵庫県

192 岩崎　誠 岩崎　美代子 兵庫県 221 清水　治夫 清水　郁子 滋賀県

193 阪下　公一 阪下　登志 兵庫県 222 宇野　浩 武田　孝子 奈良県

194 吉川　清志 福地　恵子 兵庫県 223 佐藤　孝敬 館　洋子 大阪府

195 帖地　忠義 井澤　昌子 鹿児島県 224 二井　康雄 二井　道子 大阪府

196 山根　茂裕 山根　和子 大阪府 225 松葉　宏義 嶋崎　光枝 大阪府

197 田中　祥雅 築山　玲子 大阪府 226 塩谷　功 吉村　恵美子 大阪府

198 石井　清隆 松田　叡佳 大阪府 227 岩淵　春美 前田　みさお 京都府

199 森高　猛 森高　良子 大阪府 228 坂尾　健一 坂尾　英子 滋賀県

200 朝日　純一 山口　早苗 京都府 229 田中　喜孝 奥野　明子 京都府

201 柳原　君男 小林　加代子 愛知県 230 武田　茂憲 福永　由美 兵庫県

202 小田　和夫 福田　陽子 大阪府 231 福本　愈 福本　ひとみ 和歌山県

203 加藤　康博 加藤　泰子 滋賀県 232 川村　光一 小出　幸子 大阪府

204 木村　健治 沖　るみ 大阪府 233 安田　郁夫 雨森　玲子 滋賀県

205 吉井　敏一 服部　恭子 大阪府 234 岡本　勝 奥村　幸江 大阪府
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206 内垣　孝一 十時　育子 兵庫県 235 河村　拓己 貞松　美加子 岡山県

207 釼本　泰臣 釼本　紀代子 和歌山県 236 鳥居　勝男 城殿　芙美子 愛知県

208 中西　冨士夫 小島　久美子 京都府 237 田村　良作 中村　八千代 大阪府

209 野々口　隆 野々口 美佐子 奈良県 238 高田　美輝男 高田　弘子 兵庫県

210 俣野　克彦 俣野　洋子 京都府 239 赤塚　満廣 浜野　輝子 三重県

211 林　敏夫 吉江　登代子 兵庫県 240 石森　辰夫 石森　好子 大阪府

212 安永　健治 花岡　泉 大阪府 241 矢切　胖 前田　加代子 三重県

213 岡田　司 大和　冨美子 兵庫県 242 杉本　耕造 浅賀　宏子 大阪府

214 立岡　孝三 立岡　晴子 大阪府 243 渡辺　平和 渡辺　節子 愛知県

215 小川　政義 小川　初枝 京都府

37組

背番号 リーダー パートナー 所属 メモ 背番号 リーダー パートナー 所属 メモ

167 北浦　純一 北浦　絹代 大阪府 225 松葉　宏義 嶋崎　光枝 大阪府

174 嶋本　響喜 嶋本　明華 JrAC 226 塩谷　功 吉村　恵美子 大阪府

208 中西　冨士夫 小島　久美子 京都府 227 岩淵　春美 前田　みさお 京都府

209 野々口　隆 野々口 美佐子 奈良県 228 坂尾　健一 坂尾　英子 滋賀県

210 俣野　克彦 俣野　洋子 京都府 229 田中　喜孝 奥野　明子 京都府

211 林　敏夫 吉江　登代子 兵庫県 230 武田　茂憲 福永　由美 兵庫県

212 安永　健治 花岡　泉 大阪府 231 福本　愈 福本　ひとみ 和歌山県

213 岡田　司 大和　冨美子 兵庫県 232 川村　光一 小出　幸子 大阪府

214 立岡　孝三 立岡　晴子 大阪府 233 安田　郁夫 雨森　玲子 滋賀県

215 小川　政義 小川　初枝 京都府 236 鳥居　勝男 城殿　芙美子 愛知県

216 足高　康正 足高　博子 大阪府 237 田村　良作 中村　八千代 大阪府

217 巣立　博明 滝下　幸栄 京都府 240 石森　辰夫 石森　好子 大阪府

218 板本　周治 八木　美貴子 京都府 241 矢切　胖 前田　加代子 三重県

219 瀬古　明 武田　和可子 大阪府 242 杉本　耕造 浅賀　宏子 大阪府

220 野田　光昭 髙島　加代子 兵庫県 243 渡辺　平和 渡辺　節子 愛知県

221 清水　治夫 清水　郁子 滋賀県 244 阪井　満 仙頭　敬子 奈良県

222 宇野　浩 武田　孝子 奈良県 245 野本　誠一 川野　五月美 京都府

223 佐藤　孝敬 館　洋子 大阪府 246 青葉　義雄 中村　久美子 大阪府

224 二井　康雄 二井　道子 大阪府

21組

背番号 リーダー パートナー 所属 メモ 背番号 リーダー パートナー 所属 メモ

168 笹岡　千海 笹岡　麗子 大阪府 245 野本　誠一 川野　五月美 京都府

169 岡本　隆之 岡本　典子 京都府 247 窪田　直之 村田　ひとみ 大阪府

170 松下　幸宏 別府　恵子 大阪府 248 奥水　勝 生島　洋子 京都府

171 坂田　道生 木村　有里 京都府 249 山本　信和 靭尾　しづ江 兵庫県

172 西坂　知明 秦　いづみ 大阪府 250 向井　正明 近澤　直子 京都府

173 岩佐　善雄 林田　早苗 大阪府 251 金井　秀夫 渡邉　久美子 大阪府

174 嶋本　響喜 嶋本　明華 JrAC 252 金子　道雄 島田　邦子 大阪府

234 岡本　勝 奥村　幸江 大阪府 253 菅　研二 菅　麗子 大阪府

235 河村　拓己 貞松　美加子 岡山県 254 辻永　満 辻永　美紀 三重県

236 鳥居　勝男 城殿　芙美子 愛知県 255 櫻井　健司 櫻井　恵利 奈良県

237 田村　良作 中村　八千代 大阪府
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29組

背番号 リーダー パートナー 所属 メモ 背番号 リーダー パートナー 所属 メモ

246 青葉　義雄 中村　久美子 大阪府 269 花岡　正廣 上田　佳子 奈良県

255 櫻井　健司 櫻井　恵利 奈良県 270 黒川　芳樹 黒川　良子 三重県

256 田澤　義輔 髙橋　要子 大阪府 271 西岡　賢治 西岡　昌子 奈良県

257 合田　敏一 田中　春子 大阪府 272 岡山　正路 岡山　陽子 大阪府

258 尾原　寛和 尾原　惠津子 大阪府 273 中元　正市 松山　登志子 大阪府

259 和田　佳一 和田　豊子 奈良県 274 遠山　慶一 山本　禎子 兵庫県

260 野澤　忠志 小泉　鈴子 和歌山県 275 中島　雅典 國立　慶子 和歌山県

261 谷口　和男 藤原　美紀 大阪府 276 政岡　伸浩 藤田　美栄子 大阪府

262 鎌本　徹 鎌本　京子 奈良県 277 内山　透 勝亦　明美 大阪府

263 松本　英機 野村　尚子 奈良県 278 玉野　牧夫 山本　多加子 大阪府

264 岡本　利夫 中西　佐登美 大阪府 279 濱口　健二 廣野　イツヨ 大阪府

265 小山　穰 小山　雅子 奈良県 280 南埜　恒雄 豊田　清美 大阪府

266 浮田　善彦 村田　律子 大阪府 281 中村　圭希 関本　結 京都府

267 田澤　義輔 髙橋　要子 大阪府 282 藤原　邦雄 藤原　まち子 兵庫県

268 有森　巧 有森　英子 大阪府

15組

背番号 リーダー パートナー 所属 メモ 背番号 リーダー パートナー 所属 メモ

246 青葉　義雄 中村　久美子 大阪府 276 政岡　伸浩 藤田　美栄子 大阪府

255 櫻井　健司 櫻井　恵利 奈良県 277 内山　透 勝亦　明美 大阪府

270 黒川　芳樹 黒川　良子 三重県 278 玉野　牧夫 山本　多加子 大阪府

271 西岡　賢治 西岡　昌子 奈良県 279 濱口　健二 廣野　イツヨ 大阪府

272 岡山　正路 岡山　陽子 大阪府 280 南埜　恒雄 豊田　清美 大阪府

273 中元　正市 松山　登志子 大阪府 281 中村　圭希 関本　結 京都府

274 遠山　慶一 山本　禎子 兵庫県 282 藤原　邦雄 藤原　まち子 兵庫県

275 中島　雅典 國立　慶子 和歌山県

11組

背番号 リーダー パートナー 所属 メモ 背番号 リーダー パートナー 所属 メモ

175 高田　清 高田　百合子 兵庫県 241 矢切　胖 前田　加代子 三重県

176 松野　隆司 八木　紀美恵 京都府 242 杉本　耕造 浅賀　宏子 大阪府

177 月城　誠一 桜井　正子 兵庫県 243 渡辺　平和 渡辺　節子 愛知県

238 高田　美輝男 高田　弘子 兵庫県 281 中村　圭希 関本　結 京都府

239 赤塚　満廣 浜野　輝子 三重県 282 藤原　邦雄 藤原　まち子 兵庫県

240 石森　辰夫 石森　好子 大阪府

5組

背番号 リーダー パートナー 所属 メモ 背番号 リーダー パートナー 所属 メモ

178 内藤　剛 橋本　真理 大阪府 284 中森　輝 近藤　紗吏

282 藤原　邦雄 藤原　まち子 兵庫県 285 小林　カイ 對馬　莉音

283 伊波　虎松 谷口　佳津子

ＪＤＳＦ　Ｄ級戦スタンダード２　Ｆ・Ｑ

ＪＤＳＦ　Ｄ級戦スタンダード１　Ｗ・Ｔ

ＪＤＳＦ　Ｄ級戦ラテン　Ｃ・Ｒ

ＪＤＳＦ　ノービス戦ラテン　Ｃ・Ｒ



ダンススクールダンディーがリニューアルしました♪

Dance Space D—BONDS
経営・指導 山本隆志＆山本恭代

京都府木津川市吐師高樋 7-7 近鉄木津川台駅すぐ

☏0774-71-3678  ✉d.s.d.bonds@gmail.com



大会名誉会長 吉田 弘明（香芝市長）

大会相談役 林　栄治郎

大会会長 阪田 麗二

大会実行委員長 大江 偉夫

大会実行副委員長 阪田 君子

総　　務 長）白井 啓子 井ノ上 英之

採点管理 長）佐野 信哉 白波瀬 利光 伊東　勝 上田 紀代子

中重 春雄 堀田　隆 山本 隆志

構成・演出 大江 偉夫

選　　手 長）須磨 和史 奥田　徹 内田 一広

会　　場 長）井ノ上 英之 内田 一広 阪田 純一

司　　会 長）島　陽子 堀田 邦子

接　　待 長）稲次 美智子 阪田 君子 渕野 真由美

経　　理 前田 悦子

受　　付（一般） 長）笠井 敏雄 渕野 真由美

選手受付 長）明正 和夫 明正 房江 小野村 順子 奥田　徹

写真・動画撮影 長）西村 増雄 須磨 和史

音楽 濱川 俊博（BBホール）

救助スタッフ 東洋医療専門学校

審判長 ①　富田 雄策（ＰＤ） ⑥　水田 晃司（ＰＤ）

 ②　平田 敬二（ＰＤ） ⑦　山崎 貴子（ＰＤ）

③　中田 むつみ（ＰＤ） ⑧　田中 孝治（ＧＤ）

④　浜崎 正道（ＰＤ） ⑨　小松　愛（ＧＤ）

⑤　阪田 員郭（ＰＤ）

（第３０回奈良スーパーライジングダンス競技大会）

大　会　役　員

第４回ＰＤ西部ブロックランキング競技奈良大会

審 判 員



ＪＤＳＦ－ＰＤ奈良県
（一般社団法人奈良県ボールルームダンス連盟）

〒639-1134 奈良県大和郡山市柳町９６－９

TEL 0743-55-2287 FAX 0743-21-3636

ホームページ http://nara.jdsf.or.jp/PD/index-PD.html

フェイスブック始めました！ Jdsf-pd 奈良県      


