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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５回ＰＤ西部ブロックラン

キング競技奈良大会（第３１回奈良スーパーライジングダンス競技大会）」が、新しい時代

「令和」のはじまりの折に、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。

本市では、心豊かに健康に暮らせる街、誰もが生涯輝いていられる魅力ある街づくりのよ

り一層の推進に取り組んでおります。「楽しさ」「豊かさ」「マナー」が統合されたボールル

ームダンスは、お子さんからシニア世代まで、年齢や性別を超えて多くの方々に親しまれて

います。新元号が穏やかで明るい時代を期待するように、今後とも「いつでも、どこでも、

いつまでも」楽しめるボールルームダンスをより多くの方々に普及し、人々の心を豊かにし

ていただくとともに、生涯スポーツの振興に更なるご協力をお願い申し上げます。

選手の皆さんにおかれましては、本競技大会において日頃の練習の成果を十分に発揮していただくとともに、お

集まりの皆さんと交流を深められ、心に残る素晴らしい大会となりますこと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、ご挨拶とさせていただきます。

本日、ここ香芝市で「第５回ＰＤ西部ブロックランキング競技奈良大会（第３１回奈良スー

パーライジングダンス競技大会）」を開催できることは参加いただいた選手の皆様方や観客の

皆様方のお蔭と心からの喜びと感謝を申しあげます。

５月１日から「令和」という新しい時代が始まるとともにダンススポーツにも新しい時代が

やってまいりました。本年３月２０日の公益財団法人日本スポーツ協会（旧称日体協）の臨時

評議員会で当連盟の正式加盟が承認され、それを受けてダンススポーツが今後「国民スポーツ

大会」へ競技として参加することが確実となりました。

我々ダンス連盟もダンススポーツ競技が「国民スポーツ大会」において大いに盛りあがるよ

う、今まで以上に選手の育成に取り組んでまいります。

また、今後はオリンピックへの参加を目指し審判基準の明確化と公平性、透明性を高めて、審判員の研修や「新

審判方式」の正確化に取り組んでまいります。

本日の競技会を開催するにあたりお世話になりました皆様方に心から感謝するとともに今日１日ダンススポー

ツを皆様方と共に心から楽しみたいと思います。

本日は令和初となる、第 5 回 PD 西部ブロックランキング競技奈良大会（第 31 回奈良

スーパーライジングダンス競技大会）にご参集頂き、誠にありがとうございます。

シラバスの段階では実施予定でエントリーも受け付けておりました「PD オープン戦 L」

は急きょ中止せざるを得ない事態となり、混乱とご迷惑をおかけいたしましたこと、心から

お詫び申し上げます。

私達、JDSF-PD 奈良県は全国で 3 例しかない法人格を持つ県組織として JDSF 本部

及び、奈良県体育協会に加盟し、GD の「奈良県ダンススポーツ連盟」とも連携してダンス

スポーツの発展のために先駆的な活動を行ってまいりました。

その先駆性がかえって仇になったのか、昨秋来、PD 西部ブロックの運営、組織整備の場で存在を否定され、独

自性を侵されるなど、心ならずもの混乱に巻き込まれ、悩まされる状況が続いていました。このほど JDSF 本部

の仲裁調停（4 月 10 日付）をいただき、混乱に終止符を打つことになりました。その調停方針の一項目に今後、

PD 戦は PD 西部ブロック主催、奈良県支部主管の競技会で行うことが示されたものであります。それに従って

「PD オープン戦 L」は中止させていただくことになった次第であります。ご了承いただきたく存じます。

ダンススポーツの発展のために今後ともより一層の努力をしてまいりますので、皆様のご協力をお願いする次第

でございます。

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
西村 増雄



所要時間



所要時間



52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

1 長久　宏二 長久　敏美 大阪府 　 27 川本　竜 川本　弥由 奈良県 　

2 加藤　修久 加藤　裕子 大阪府 　 28 養父　規幸 養父　啓子 大阪府 　

3 中條　善行 中橋　エミ 奈良県 　 29 森川　明 迫川　百合子 大阪府 　

4 西川　一成 西川　祐子 兵庫県 　 30 梅本　博文 平野　勝美 和歌山県 　

5 高橋　康徳 桐本　光子 大阪府 　 31 宮澤　一郎 古川　直美 三重県 　

6 高田　波平 北山　栄子 大阪府 　 32 谷　正至 谷　安代 大阪府 　

7 中本　滋信 中本　こずえ 兵庫県 　 33 加茂　芳則 加茂　好子 兵庫県 　

8 坂田　知代文 坂田　朝子 大阪府 　 34 磯　史郎 磯　秀子 滋賀県 　

9 竹内　厚人 竹内　妙子 大阪府 　 35 嶌岡　勲 木下　喜美代 奈良県 　

10 鈴木　尚志 大田　美智子 大阪府 　 36 長島　昭治 川口　マリ 京都府 　

11 原　周司 西村　美和 大阪府 　 37 植村　和正 植村　澄子 京都府 　

12 石田　勝 石田　ひさよ 兵庫県 　 38 馬渕　亮一 馬渕　邦美 福井県 　

13 岡本　幸男 寺地　香 大阪府 　 39 斉藤　玲 斉藤　真弓 山梨県 　

14 米田　憲弘 米田　美砂子 兵庫県 　 40 大下　静男 植田　幸世 兵庫県 　

15 細田　正則 堀江　公子 大阪府 　 41 西河　健 日野　光江 滋賀県 　

16 吉川　健太郎 成田　芙沙 兵庫県 　 42 清水　正文 清水　千鶴 奈良県 　

17 岡島　雅明 岡島　恵子 大阪府 　 43 藤井　勉 山野　恵子 京都府 　

18 岡本　師通雄 岡澤　麗子 兵庫県 　 44 勝部　守 勝部　千佳子 大阪府 　

19 竹光　眞佐人 尾原　牧代 和歌山県 　 45 吉村　たくみ 円丁　律子 滋賀県 　

20 西田　一博 森本　早紀 大阪府 　 46 飛松　一幸 好宮　博弥 兵庫県 　

21 吉井　誠児 吉井　富士子 奈良県 　 47 立山　敏信 立山　千代 大阪府 　

22 長村　和也 長村　祥子 奈良県 　 48 野田　正晴 高橋　奈保子 兵庫県 　

23 松田　智也 松田　百花 島根県 　 49 山本　喜久 山本　京子 奈良県 　

24 田中　雄二 松田　貴子 大阪府 　 50 林　敏雄 林　朱美 大阪府 　

25 永浦　泰示 福井　美羽 京都府 　 51 堀内　義行 田中　照代 大阪府 　

26 西尾　晃治 加納　千鶴 京都府 　 52 松岡　史雄 橘　智子 兵庫県 　

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

23 松田　智也 松田　百花 島根県 　 41 西河　健 日野　光江 滋賀県 　

24 田中　雄二 松田　貴子 大阪府 　 53 宅間　克人 宅間　豊子 大阪府 　

25 永浦　泰示 福井　美羽 京都府 　 54 上村　卓経 大川　智子 京都府 　

26 西尾　晃治 加納　千鶴 京都府 　 55 川口　善達 森　美恵子 兵庫県 　

27 川本　竜 川本　弥由 奈良県 　 56 松本　武士 宮西　朋代 京都府 　

38 馬渕　亮一 馬渕　邦美 福井県 　 57 栗林　幸範 左雲　和子 大阪府 　

39 斉藤　玲 斉藤　真弓 山梨県 　 58 大杉　一巳 大杉　真理 奈良県 　

40 大下　静男 植田　幸世 兵庫県 　

出　場　者　名　簿　　　　　　　　　（　）は最終予選から

ＪＤＳＦ　A級戦スタンダード　Ｗ・Ｔ・（Ｖ）・Ｆ・Ｑ

ＪＤＳＦ　Ａ級戦ラテン　Ｓ・Ｃ・Ｒ・Ｐ・（Ｊ）



19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

28 養父　規幸 養父　啓子 大阪府 　 38 馬渕　亮一 馬渕　邦美 福井県 　

29 森川　明 迫川　百合子 大阪府 　 39 斉藤　玲 斉藤　真弓 山梨県 　

30 梅本　博文 平野　勝美 和歌山県 　 40 大下　静男 植田　幸世 兵庫県 　

31 宮澤　一郎 古川　直美 三重県 　 41 西河　健 日野　光江 滋賀県 　

32 谷　正至 谷　安代 大阪府 　 47 立山　敏信 立山　千代 大阪府 　

33 加茂　芳則 加茂　好子 兵庫県 　 48 野田　正晴 高橋　奈保子 兵庫県 　

34 磯　史郎 磯　秀子 滋賀県 　 59 光山　太祐 光山　早苗 兵庫県 　

35 嶌岡　勲 木下　喜美代 奈良県 　 60 山村　原延 山村　佐織 奈良県 　

36 長島　昭治 川口　マリ 京都府 　 61 平木　康友 谷口　愛子 奈良県 　

37 植村　和正 植村　澄子 京都府 　

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

42 清水　正文 清水　千鶴 奈良県 　 66 交川　廣文 北村　優子 大阪府 　

48 野田　正晴 高橋　奈保子 兵庫県 　 67 木野　博幸 奥野　典子 奈良県 　

62 松本　耕治 田中　喜久子 京都府 　 68 谷口　道生 谷口　瑛子 兵庫県 　

63 小田　周二 小田　房江 大阪府 　 69 藤本　正和 菊川　節子 大阪府 　

64 松下　和弘 川端　京子 大阪府 　 70 築山　博 川口　ひろみ 大阪府 　

65 畠田　敏幸 畠田　純子 大阪府 　

43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

58 大杉　一巳 大杉　真理 奈良県 　 83 河邉　眞人 河邉　友子 兵庫県 　

62 松本　耕治 田中　喜久子 京都府 　 84 安永　健治 花岡　泉 大阪府 　

63 小田　周二 小田　房江 大阪府 　 85 惣野　梅男 中井　啓子 大阪府 　

64 松下　和弘 川端　京子 大阪府 　 86 四方　英夫 磯井　春美 京都府 　

65 畠田　敏幸 畠田　純子 大阪府 　 87 尾形　保男 尾形　美栄 大阪府 　

66 交川　廣文 北村　優子 大阪府 　 88 福森　章夫 福森　淳子 兵庫県 　

67 木野　博幸 奥野　典子 奈良県 　 89 左近　定司 吉田　明美 滋賀県 　

68 谷口　道生 谷口　瑛子 兵庫県 　 90 西村　雅英 西村　幸子 兵庫県 　

69 藤本　正和 菊川　節子 大阪府 　 91 嶋本　響喜 嶋本　明華 Jrアスリ 　

70 築山　博 川口　ひろみ 大阪府 　 92 森井　英実 橋辺　昌子 滋賀県 　

71 荒川　卓三 荒川　澄子 大阪府 　 93 大西　克典 大西　美千代 大阪府 　

72 木村　茂 泉　麻由子 京都府 　 94 樫原　知義 大塚　文子 徳島県 　

73 廣海　康夫 廣海　明子 大阪府 　 95 岩佐　善雄 林田　早苗 大阪府 　

74 上住　祥通 岩政　悦子 大阪府 　 96 嶋田　委一 長谷川 美名子大阪府 　

75 古川　博一 檜垣　玲子 京都府 　 97 北浦　純一 北浦　絹代 大阪府 　

76 小川　陽一 小川　智津子 兵庫県 　 98 片山　啓二 本田　良子 大阪府 　

77 島　詩郎 島　京子 大阪府 　 99 松岡　靖郎 松岡　寿美 和歌山県 　

78 堀江　由三 真砂　佳美 東京都 　 100 長谷川　嘉彦 長谷川　和代 神奈川県 　

79 富岡　和彦 富岡　三四子 大阪府 　 101 西坂　知明 秦　いづみ 大阪府 　

80 岸上　秀雄 鈴木　弘子 大阪府 　 102 岡本　隆之 岡本　典子 京都府 　

81 小林　義弘 井口　加代 奈良県 　 103 栗田　豊彦 鷹見　恵理子 京都府 　

82 藤田　達巳 山本　幸江 兵庫県 　

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)



14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

43 藤井　勉 山野　恵子 京都府 　 90 西村　雅英 西村　幸子 兵庫県 　

44 勝部　守 勝部　千佳子 大阪府 　 91 嶋本　響喜 嶋本　明華 Jrアスリ 　

45 吉村　たくみ 円丁　律子 滋賀県 　 92 森井　英実 橋辺　昌子 滋賀県 　

46 飛松　一幸 好宮　博弥 兵庫県 　 96 嶋田　委一 長谷川 美名子大阪府 　

47 立山　敏信 立山　千代 大阪府 　 104 犬飼　準 犬飼　廣美 大阪府 　

48 野田　正晴 高橋　奈保子 兵庫県 　 105 足立　理生 足立　理津子 京都府 　

89 左近　定司 吉田　明美 滋賀県 　 106 柏原　隆晴 尾崎　まみ 大阪府 　

10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

49 山本　喜久 山本　京子 奈良県 　 94 樫原　知義 大塚　文子 徳島県 　

50 林　敏雄 林　朱美 大阪府 　 95 岩佐　善雄 林田　早苗 大阪府 　

51 堀内　義行 田中　照代 大阪府 　 96 嶋田　委一 長谷川 美名子大阪府 　

52 松岡　史雄 橘　智子 兵庫県 　 107 中根　正信 本多　美佐代 大阪府 　

93 大西　克典 大西　美千代 大阪府 　 108 福田　敏一 福田　みさ 兵庫県 　

6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

97 北浦　純一 北浦　絹代 大阪府 　 100 長谷川　嘉彦 長谷川　和代 神奈川県 　

98 片山　啓二 本田　良子 大阪府 　 106 柏原　隆晴 尾崎　まみ 大阪府 　

99 松岡　靖郎 松岡　寿美 和歌山県 　 109 穂積　恒喜 森岡　美智代 兵庫県 　

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

109 穂積　恒喜 森岡　美智代 兵庫県 　 124 北山　薫 北山　千鶴子 大阪府 　

110 山口　六郎 寺西　伸子 大阪府 　 125 宇野　浩 武田　孝子 奈良県 　

111 森高　猛 森高　良子 大阪府 　 126 立岡　孝三 立岡　晴子 大阪府 　

112 北田　憲一 和田　秀子 奈良県 　 127 二井　康雄 二井　道子 大阪府 　

113 田村　良作 中村　八千代 大阪府 　 128 津田　修 津田　初枝 京都府 　

114 久積　寿夫 久積　美知子 奈良県 　 129 吉川　清志 福地　恵子 兵庫県 　

115 中野　裕司 石田　幸子 徳島県 　 130 向山　治 佐伯　カンミ 大阪府 　

116 瀬古　明 武田　和可子 大阪府 　 131 青葉　義雄 中村　久美子 大阪府 　

117 向　正男 今村　裕子 京都府 　 132 石森　辰夫 石森　好子 大阪府 　

118 釼本　泰臣 釼本　紀代子 和歌山県 　 133 板垣　清 柴田　潤子 京都府 　

119 山根　茂裕 山根　和子 大阪府 　 134 高田　美輝男 高田　弘子 兵庫県 　

120 山形　義一 山形　和美 大阪府 　 135 杉本　耕造 浅賀　宏子 大阪府 　

121 野々口　隆 野々口 美佐子奈良県 　 136 矢切　胖 前田　加代子 三重県 　

122 赤塚　修三 赤塚　桝子 和歌山県 　 137 大石　弘志 上野　みや子 兵庫県 　

123 川合　三治 川合　紀美子 大阪府 　

ＪＤＳＦ　Ｂ級戦ラテン　Ｓ・Ｃ・Ｒ・(Ｐ)

シニアⅡＢ級戦スタンダード　Ｗ・Ｔ・Ｆ

シニアⅢＢ級戦スタンダード　Ｗ・Ｔ

ＪＤＳＦ Ｃ級戦スタンダード　Ｗ・Ｔ・（Ｆ）



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

52 松岡　史雄 橘　智子 兵庫県 　 102 岡本　隆之 岡本　典子 京都府 　

70 築山　博 川口　ひろみ 大阪府 　 137 大石　弘志 上野　みや子 兵庫県 　

101 西坂　知明 秦　いづみ 大阪府 　

20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

131 青葉　義雄 中村　久美子 大阪府 　 146 合田　敏一 田中　春子 大阪府 　

137 大石　弘志 上野　みや子 兵庫県 　 147 浜口　正和 浜口　洋子 大阪府 　

138 松本　英機 野村　尚子 奈良県 　 148 田澤　義輔 髙橋　要子 大阪府 　

139 野澤　忠志 小泉　鈴子 和歌山県 　 149 岡本　利夫 中西　佐登美 大阪府 　

140 亀井　強司 亀井　悦子 兵庫県 　 150 中元　正市 松山　登志子 大阪府 　

141 濱口　健二 小林　順子 大阪府 　 151 日野　安一 熊川　陽子 大阪府 　

142 岡元　孝一 下山　久子 大阪府 　 152 西岡　賢治 西岡　昌子 奈良県 　

143 西脇　義貢 西脇　朋子 和歌山県 　 153 花岡　正廣 上田　佳子 奈良県 　

144 横山　良昭 横山　悦子 大阪府 　 154 藤原　邦雄 藤原　まち子 兵庫県 　

145 岡山　正路 岡山　陽子 大阪府 　 155 奥村　至 奥村　幸江 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

131 青葉　義雄 中村　久美子 大阪府 　 148 田澤　義輔 髙橋　要子 大阪府 　

143 西脇　義貢 西脇　朋子 和歌山県 　 149 岡本　利夫 中西　佐登美 大阪府 　

144 横山　良昭 横山　悦子 大阪府 　 150 中元　正市 松山　登志子 大阪府 　

145 岡山　正路 岡山　陽子 大阪府 　 151 日野　安一 熊川　陽子 大阪府 　

146 合田　敏一 田中　春子 大阪府 　 152 西岡　賢治 西岡　昌子 奈良県 　

147 浜口　正和 浜口　洋子 大阪府 　 153 花岡　正廣 上田　佳子 奈良県 　

9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

103 栗田　豊彦 鷹見　恵理子 京都府 　 136 矢切　胖 前田　加代子 三重県 　

132 石森　辰夫 石森　好子 大阪府 　 137 大石　弘志 上野　みや子 兵庫県 　

133 板垣　清 柴田　潤子 京都府 　 154 藤原　邦雄 藤原　まち子 兵庫県 　

134 高田　美輝男 高田　弘子 兵庫県 　 155 奥村　至 奥村　幸江 大阪府 　

135 杉本　耕造 浅賀　宏子 大阪府 　

2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

156 大田　悠斗 小林　知紗 滋賀県 　 157 大田　穂花 目野　由梛 滋賀県 　

ＪＤＳＦ　Ｄ級戦ラテン　Ｃ・Ｒ

プレジュニア　ラテン　Ｃ・Ｒ

ＪＤＳＦ　Ｃ級戦ラテン　(Ｓ)・Ｃ・Ｒ

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 認定ダンス教室（PD西部ブロック）
教室名 経営者 TEL 〒 住所

京都府 ダンススクールダンディー 須磨 和史 0774-71-3678 619-0221 京都府木津川市吐師高樋７－７木津川台駅ビル２Ｆ・３Ｆ
阪田ダンススタジオ 阪田 員郭 075-314-4947 615-0004 京都府京都市右京区西院下花田町８
水田ダンススタジオ 水田 晃司 075-211-9392 604-8201 京都府京都市中京区衣棚通御池下る長浜町１５３おいけビル４Ｆ
真田ダンスワールド 真田 清人 075-202-9064 615-0033 京都府京都市右京区西院寿町１９－１城ビル１F

大阪府 市川ダンススクール 市川 博康 06-4304-1222 543-0028 大阪府大阪市天王寺区小橋町１３－５ 小橋Ｔ．Ｓ．Ｃビル３階
シンヤダンススタジオ 新屋 秀和 080-8307-1096 547-0034 大阪府大阪市平野区背戸口５－３－１０宝生ビル２Ｆ
ダンス夢ファクトリー 大阪教室 山崎 貴子 0797-35-0161 531-0076 大阪府大阪市北区大淀中 1-16-10 高石ビル２F
STUDIO FOREST LIVE 森住 公紀 06-6631-0747 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋 1-6-1 ヴィアあべのウォーク 203
丸山ダンス針中野教室 林 栄治郎 06-6691-6849 546-0014 大阪府大阪市東住吉区鷹合２－１４－１４
Ｊ・Ｄａｎｃｅ・Ｃｏｍｐａｎｙ 神保 秀樹 090-7112-2580 540-0026 大阪府大阪市中央区内本町２－４－１０1204
ザ・ゴールデンパレス 喜多田 芳起 06-6962-3900 538-0044 大阪府大阪市鶴見区放出東１－５－２３
グランバル 山本 陽子 090-3354-8856 538-0051 大阪府大阪市鶴見区諸口３－５－１６101
西條ダンススタジオ 西條 利宗 06-6797-1058 547-0016 大阪府大阪市平野区長吉長原３－１６－１０ スタシオン鴫２０２
ミズシマダンスカンパニー 水島 寛司 090-1916-2372 550-0005 大阪府大阪市西区西本町２－４－１９902
サザンフォレストダンススタジオ 藤原 敏英 06-4709-0777 530-0047 大阪府大阪市北区西天満 3-6-21 東梅田ビル 301 号
ダンススクール寺岡 寺岡 芳貴 06-6486-3558 531-0074 大阪市北区本庄東２－２－３０ＷＩＳＨ大阪ビル７Ｆ
ヒラタダンスクラブ 平田 伸之 090-3655-3660 599-8111 大阪府堺市東区日置荘北町３－１１－３０タツノビル２Ｆ
OSD スタジオ 小笠原 直弘 072-225-5788 590-0925 大阪府堺市堺区綾之町東１－２－４
DoA Studio 上原 伸之 06-6789-9045 577-0056 大阪府東大阪市長堂１－５－6 布施駅前セントラルビル 6Ｆ
N DANCE STUDIO 岡本 直樹 06-7502-7582 577-0066 大阪府東大阪市高井田本通２－１－４

兵庫県 ダンス夢ファクトリー 芦屋教室 山崎 貴子 0797-35-0161 659-0092 兵庫県芦屋市大原町２－６ラ・モール芦屋２０８
ダンススタジオ赤い靴 藤田 一郎 06-6427-8951 661-0001 兵庫県尼崎市塚口本町２－１－１５－２０３
ウィングソシアルダンスアカデミー 増田 克巳 06-6482-0059 660-0892 兵庫県尼崎市東難波町５－３－１３阪神不動産販売第６ビル３Ｆ
朝霧ダンススクール 山本 伊津夫 078-231-1215 651-0092 兵庫県神戸市中央区生田町 1-4-20 新神戸ビルディング 5Ｆ
ＤＡＮＣＥ ＧＡＲＤＥＮ ＴＳＳ 北牧 奈緒子 078-855-4514 657-0051 兵庫県神戸市灘区八幡町１－２－５４メゾン神和Ｂ棟１Ｆ
ダンススタジオ ベアーレ 仲西 勝 078-891-6637 658-0012 兵庫県神戸市東灘区本庄町１－１６－１４サンフォレストビル３Ｆ
Ｄａｎｃｅ Ｌａｂｏ Ｄ＆Ｊ 岡田 大輔 0798-67-1101 663-8035 兵庫県西宮市北口町２－５西宮北口ビルくすの木２Ｆ
Ｓtudio ｌa mer 魚谷 征義 0798-77-6686 662-0075 兵庫県西宮市南越木岩町１０－１５苦楽園タケダビル地下１Ｆ
川野ダンス教室 川野 典雄 090-6232-9701 673-0553 兵庫県三木市志染町東自由が丘１－７１２
相生スポーツダンスアカデミー 石原 裕久 0791-24-3000 678-0006 兵庫県相生市本郷町５－３相生ステーションホテルアネックス
MIYAZAKI Dance Studio 宮﨑 政明 0797-32-7744 659-0068 兵庫県芦屋市業平町２－１０芦屋濱口ビル 4 階

奈良県 DS ジョイ・エツコ 前田 悦子 0473-75-5259 630-0212 奈良県生駒市辻町４７２－１２
スタジオ レイ 阪田 麗二 0743-55-2287 639-1134 奈良県大和郡山市柳町９６－９

鳥取県 Ｔ＆Ｃダンスアカデミー 岡島 千恵美 0859-44-5858 683-0804 鳥取県米子市米原４－１－４０
岡山県 ミムラダンススクール 三村 明弘 086-259-3069 700-0031 岡山県岡山市北区富町１－８－６

ミムラダンススクール 三村 明弘 086-427-4075 710-0833 岡山県倉敷市西中新田８２－４
小滝敏裕ダンススクール 小滝 敏裕 0868-26-3321 708-0845 岡山県津山市日上１６７５－７

広島県 ダンススタジオファースト 倉田 俊和 082-281-3131 732-0803 広島県広島市南区南蟹屋１－３－３９倉田ビル２F
徳島県 スタジオＳ＆Ａ 鈴江 潔 090-8697-0480 779-3122 徳島県徳島市国府町府中８１２－５
香川県 アキ.ダンススタジオ 横井 昭男 087-879-0870 761-0106 香川県高松市香南町西庄８３１－１
高知県 チャンススポーツダンスクラブ 徳久 譲二 088-833-2627 780-8010 高知県高知市桟橋通３－２５－２２浜幸ビル２Ｆ



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

癒し空間 オアシス奈良
ソフト整体＆リンパマッサージ

【完全予約制】

・ソフト整体＆リンパマッサージトータルケア 6,000 円～

・キャビテーション痩身 6,000 円～

〒630-8114 奈良市芝辻町１７－１５

           ハイネス桜井３０３号

TEL 0742-81-8823

  E メール oasis_nara8823@ybb.ne.jp





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           


