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ごあいさつ

このたび、「第１回ＰＤ西部ブロックダンススポーツ競技会奈良県大会」

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。

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、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。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、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、お集まりの皆さまと交流を深められ、心に残るすばらしい大会となりますこ

とをお祈り申し上げ、皆さま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、香芝市において「第１回ＰＤ西部ブロックダンススポーツ競技

会奈良県大会（第２８回県スポーツ・レクリエーション祭参加）」を開催で

きますことを心からお礼申しあげます。

西部ＰＤブロック奈良県支部として第１回となる記念すべき大会となり

ました。

本大会をＪＤＳＦ奈良県の関係者が力を合わせて開催することができま

した事を感謝いたします。

２０２４年パリのオリンピックに、ダンススポーツのブレーキング部門が追加競技としてＩＯ

Ｃから認められ、２０２０年１２月の理事会での最終決定を待つのみとなっています。

これも私たちの「審判基準の明確化と公平性」を追求する努力が認められたものと心より喜ん

でいます。

また、近い将来に奈良県で開催される国民スポーツ大会への参加も確実なものと思っています。

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、さわやかな秋空のもと、今日一日、ダンススポーツの将来を思

いながら楽しみたいと思います。

大会名誉会長
吉田 弘明
（香芝市長）

大会会長
阪田 麗二



令和１年１１月１７日（日）　香芝市総合体育館　午前９時３０分～

8:00 　役員集合 11:24 昼の部競技開始

8:30 　選手受付開始・一般開場 12:00 ＪＤＳＦ・St　A B C1 D　受付締切

9:00 　ＪＤＳＦ・Ｌt  県スポレク戦　受付締切 13:00 第２回表彰式

9:15 　審判員会議 15:30 ＰＤ・St　受付締め切り

9:30 　競技開始 17:05 来賓紹介、主催者挨拶
10:30 　ＪＤＳＦ・Sｔ　C２　シニア　受付締切 18:46 第３回表彰式
11:04   第１回表彰式 18:56 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 13組 10UP  2H 5UP 12分

2 9:42 ＪＤＳＦ Ｄ級戦 ラテン 準決勝 ＣＲ 9組 6UP  1H 6UP  4分

3 9:46 ＪＤＳＦ Ｂ級戦 ラテン 準決勝 SCRP 11組 6UP  1H 6UP 8分

9:54 3分

4 9:57 ＪＤＳＦ Ｃ級戦 ラテン 準決勝 SCＲ 10組 6UP  1H 6UP 6分

5 10:03 ＪＤＳＦ Ａ級戦 ラテン 準決勝 SCRPJ 5組 5UP  1H 5UP 10分

6 10:13 ＪＤＳＦ Ｄ級戦 ラテン 決　勝 ＣＲ 6組 順位  1H 4分

7 10:17 ＪＤＳＦ Ｃ級戦 ラテン 決　勝 SCＲ 6組 順位  1H 6分

8 10:23 ＪＤＳＦ Ｂ級戦 ラテン 決　勝 SCRP 6組 順位  1H 8分

9 10:31 ＪＤＳＦ Ａ級戦 ラテン 決　勝 SCRPJ 5組 順位  1H 10分

10:41 10分

10 10:51 県スポレク祭参加戦　１ 決　勝 WＲ 3組 順位  1H 4分

11 10:55 県スポレク祭参加戦　２ 決　勝 TＣ 1組 順位  1H 4分

10:59 5分

11:04 15分

11:19 5分

12 11:24 ＪＤＳＦ Ｃ級戦 スタンダード２ １次予選 WQ 28組 18UP  3H 6UP 12分

13 11:36 シニアⅡＡ級戦 スタンダード 最終予選 ＷTF 22組 12UP  2H 6UP 12分

11:48 3分

14 11:51 ＪＤＳＦ Ｃ級戦 スタンダード２ 最終予選 WTQ 18組 12UP  2H 6UP 12分

15 12:03 シニアⅢＢ級戦 スタンダード 準決勝 ＷＴ 9組 6UP  1H 6UP 4分

16 12:07 シニアⅢＡ級戦 スタンダード 準決勝 ＷＴ 4組 4UP  1H 4UP 4分

17 12:11 シニアⅡＢ級戦 スタンダード 準決勝 ＷTF 11組 6UP  1H 6UP 6分

18 12:17 ＪＤＳＦ Ｃ級戦 スタンダード２ 準決勝 WTQ 12組 6UP  1H 6UP 6分

19 12:23 シニアⅡＡ級戦 スタンダード 準決勝 ＷTF １2組 6UP  1H 6UP 6分

20 12:29 シニアⅢＢ級戦 スタンダード 決　勝 ＷＴ 6組 順位  1H 4分

21 12:33 シニアⅢＡ級戦 スタンダード 決　勝 ＷＴ 4組 順位  1H 4分

22 12:37 ＪＤＳＦ Ｃ級戦 スタンダード２ 決　勝 WTQ 6組 順位  1H 6分

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

第１回ＰＤ西部ブロックダンススポーツ競技会奈良県大会

開       場

開会宣言・審判員紹介

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄラテン優勝者オナーダンス

休憩・時間調整・フロア清掃

休憩・時間調整・フロア清掃



23 12:43 シニアⅡＢ級戦 スタンダード 決　勝 ＷTF 6組 順位  1H 6分

24 12:49 シニアⅡＡ級戦 スタンダード 決　勝 ＷTF 6組 順位  1H 6分

12:55 5分

13:00 15分

13:15 10分

25 13:25 ＪＤＳＦ Ｃ級戦 スタンダード１ １次予選 TF 48組 32UP  4H 8UP 16分

26 13:41 ＪＤＳＦ Ｂ級戦 スタンダード １次予選 WTF 66組 48UP  6H 8UP 36分

27 14:17 ＪＤＳＦ Ａ級戦 スタンダード １次予選 WTFQ 52組 32UP  4H 8UP 32分

14:49 10分

28 14:59 ＪＤＳＦ Ｃ級戦 スタンダード１ ２次予選 TF 32組 24UP  3H 8UP 12分

29 15:11 ＪＤＳＦ Ｂ級戦 スタンダード ２次予選 WTF 48組 24UP  4H 6UP 24分

30 15:35 ＪＤＳＦ Ａ級戦 スタンダード ２次予選 WTFQ 32組 24UP  3H 8UP 24分

15:59 5分

31 16:04 ＪＤＳＦ Ｄ級戦 スタンダード 最終予選 ＷＴ 17組 12UP  2H 6UP 8分

32 16:12 ＪＤＳＦ Ｃ級戦 スタンダード１ 最終予選 ＷTF 24組 12UP  2H 6UP 12分

33 16:24 ＪＤＳＦ Ｂ級戦 スタンダード 最終予選 WTFQ 24組 12UP  2H 6UP 16分

34 16:40 ＪＤＳＦ Ａ級戦 スタンダード 最終予選 WTVFQ 24組 12UP  2H 6UP 20分

17:00 5分

17:05 5分

35 17:10 ＪＤＳＦ N級戦 スタンダード 準決勝 ＷＴ 3組 3UP  1H 3UP 4分

36 17:14 ＪＤＳＦ Ｄ級戦 スタンダード 準決勝 ＷＴ 12組 6UP  1H 6UP 4分

37 17:18 ＪＤＳＦ Ｃ級戦 スタンダード１ 準決勝 ＷTF 12組 6UP  1H 6UP 6分

38 17:24 ＪＤＳＦ Ｂ級戦 スタンダード 準決勝 WTFQ 12組 6UP  1H 6UP 8分

39 17:32 ＪＤＳＦ Ａ級戦 スタンダード 準決勝 WTVFQ 12組 6UP  1H 6UP 10分

40 17:42 PD オープン戦スタンダード 準決勝 WTVFQ 12組 6UP  1H 6UP 10分

17:52 5分

17:57 1分

41 17:58 ＪＤＳＦ N級戦 スタンダード 決　勝 ＷＴ 3組 順位  1H 4分

42 18:02 ＪＤＳＦ Ｄ級戦 スタンダード 決　勝 ＷＴ 6組 順位  1H 4分

43 18:06 ＪＤＳＦ Ｃ級戦 スタンダード１ 決　勝 ＷTF 6組 順位  1H 6分

44 18:12 ＪＤＳＦ Ｂ級戦 スタンダード 決　勝 WTFQ 6組 順位  1H 8分

45 18:20 ＪＤＳＦ Ａ級戦 スタンダード 決　勝 WTVFQ 6組 順位  1H 10分

46 18:30 PD オープン戦スタンダード 決　勝 WTVFQ 6組 順位  1H 10分

18:40 ６分

18:46 10分

18:56 終了

休憩・時間調整・フロア清掃

第２回表彰式

休憩・時間調整・フロア清掃

シニアⅡA・ⅢＡ優勝者オナーダンス

休憩・時間調整・フロア清掃

PD・Ａ・Ｂ・Ｃ１・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



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

15 近藤　寛之      渡邉　楓        ＰＤ 21 中川　俊樹      相沢　百合香    ＰＤ

16 藤田　洋一      寺川　秀代      ＰＤ 22 岡本　直樹      森下　恵未      ＰＤ

17 寺岡　芳貴      星川　知子      ＰＤ 23 多伊良　和彦    松井　美穂子    ＰＤ

18 仲西　勝流      有美            ＰＤ 24 田中　和昌      國影　美香      ＰＤ

19 前田　雅仁      宮崎　梢        ＰＤ 25 渡辺　暢        藤井　智子      ＰＤ

20 宮﨑　政明      宮﨑　靖子      ＰＤ 26 千葉　真一      千葉　弘美      ＰＤ

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

50 坂田　知代文    坂田　朝子      大阪府 76 込山　孝司      込山　絹子      滋賀県

51 宮川　剛        山田　和子      京都府 77 立山　敏信      立山　千代      大阪府

52 竹内　厚人      竹内　妙子      大阪府 78 西川　一成      西川　祐子      兵庫県

53 勝部　守        勝部　千佳子    大阪府 79 鈴木　尚志      大田　美智子    大阪府

54 森川　明        迫川　百合子    大阪府 80 水野　長志郎    十河　夕香里    奈良県

55 神藤　宏樹      小山　則子      大阪府 81 西尾　晃治      加納　千鶴      京都府

56 林　敏雄        林　朱美        大阪府 82 田代　浩        田代　智子      三重県

57 長村　和也      長村　祥子      奈良県 83 辻井　正夫      田中　ひとみ    京都府

58 井ノ上　健      小坂　海生      奈良県 84 梅本　博文      平野　勝美      和歌山県

59 田中　雄二      松田　貴子      大阪府 85 川口　貢        松本　美惠子    大阪府

60 竹光　眞佐人    尾原　牧代      和歌山県 86 養父　規幸      養父　啓子      大阪府

61 長島　昭治      川口　マリ      京都府 87 岩本　博        太田　眞弓      兵庫県

62 塩川　政邦      塩川　佳子      大阪府 88 橋口　敏        吉井　文江      愛知県

63 平本　幹雄      平本　幸子      大阪府 89 松下　清一      山田　好子      静岡県

64 高橋　康徳      桐本　光子      大阪府 90 永浦　泰示      福井　美羽      京都府

65 植村　守        岡嶋　聖子      大阪府 91 多田羅　洋      多田羅 美弥子  香川県

66 岡島　雅明      岡島　恵子      大阪府 92 佐藤　俊治      樋口　朱美      徳島県

67 藤井　正三      丸田　和子      大阪府 93 市橋　文章      江添　勝子      京都府

68 中山　義幸      冨永　孝子      大阪府 94 野村　孝        玉井　美子      京都府

69 海島　栄吉      石谷　えい子    和歌山県 95 野田　正晴      高橋　奈保子    兵庫県

70 松林　勝        藤　めぐみ      滋賀県 96 安田　博        井出　ひとみ    大阪府

71 吉田　泰規      中野　早苗      京都府 97 谷口　均        北村　百合子    大阪府

72 吉井　誠児      吉井　富士子    奈良県 98 森永　巧        北川　円        京都府

73 高田　波平      北山　栄子      大阪府 99 村田　廣司      村田　郁代      大阪府

74 市川　照男      安田　悠里      愛知県 100 向井　正明      近澤　直子      京都府

75 野口　修司      北野　裕子      大阪府 101 平木　康友      谷口　愛子      奈良県

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

81 西尾　晃治      加納　千鶴      京都府 102 東　篤志        東　さえこ      大阪府

82 田代　浩        田代　智子      三重県 103 栗林　幸範      左雲　和子      大阪府

83 辻井　正夫      田中　ひとみ    京都府

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）

ＰＤオープン戦スタンダード　Ｗ・Ｔ・（Ｖ）・Ｆ・Ｑ



22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

84 梅本　博文      平野　勝美      和歌山県 101 平木　康友      谷口　愛子      奈良県

85 川口　貢        松本　美惠子    大阪府 104 嶌岡　勲        木下　喜美代    奈良県

86 養父　規幸      養父　啓子      大阪府 105 山村　原延      山村　佐織      奈良県

87 岩本　博        太田　眞弓      兵庫県 106 倉田　昌典      倉田　眞理子    大阪府

88 橋口　敏        吉井　文江      愛知県 107 吉岡　仁        糸井　千営子    大阪府

89 松下　清一      山田　好子      静岡県 108 木村　登        伊藤　めぐみ    岐阜県

90 永浦　泰示      福井　美羽      京都府 109 宮澤　一郎      古川　直美      三重県

91 多田羅　洋      多田羅 美弥子  香川県 110 中本　滋信      中本　こずえ    兵庫県

92 佐藤　俊治      樋口　朱美      徳島県 111 山下　清利      谷口　まち子    滋賀県

93 市橋　文章      江添　勝子      京都府 112 堀内　義行      田中　照代      大阪府

95 野田　正晴      高橋　奈保子    兵庫県 113 松岡　史雄      橘　智子        兵庫県

4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

111 山下　清利      谷口　まち子    滋賀県 115 冨尾　隆        平井　和子      兵庫県

114 鬼橋　賢一郎    津曲　敦子      奈良県 116 藤井　勉        山野　恵子      京都府

66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

114 鬼橋　賢一郎    津曲　敦子      奈良県 148 畠田　敏幸      畠田　純子      大阪府

115 冨尾　隆        平井　和子      兵庫県 149 滝本　重信      水野　まゆみ    兵庫県

117 上住　祥通      岩政　悦子      大阪府 150 市川　元紀      松下　千秋      大阪府

118 田中　宏和      山本　恵津子    大阪府 151 牛尾　修        山口　チカ      兵庫県

119 河邉　眞人      河邉　友子      兵庫県 152 山内　茂義      茶谷　千栄      大阪府

120 米田　敏男      川口　光子      奈良県 153 土井　和夫      松本　綾子      大阪府

121 青木　慶介      辻本　成子      兵庫県 154 福森　章夫      福森　淳子      兵庫県

122 内田　主男      鈴木　峯子      京都府 155 天満　雅美      中村　記代美    大阪府

123 田尻　昇        田尻　良枝      兵庫県 156 川本　正人      角川　宣子      大阪府

124 藤田　達巳      山本　幸江      兵庫県 157 月城　誠一      津ノ田 千鶴子  兵庫県

125 山中　邦光      馬場　洋子      大阪府 158 野田　農廣      塚田　外美子    滋賀県

126 橋本　圭司      橋本　薫        和歌山県 159 佐々木　正次    佐々木　清子    大阪府

127 津田　修        津田　初枝      京都府 160 秋庭　弘志      中尾　康子      大阪府

128 島　詩郎        島　京子        大阪府 161 木村　茂        泉　麻由子      京都府

129 小田　周二      小田　房江      大阪府 162 石野　信明      小椋　満里子    奈良県

130 廣海　康夫      廣海　明子      大阪府 163 南場　義弘      南場　千代子    兵庫県

131 木村　修        辻本　和子      和歌山県 164 辻永　満        辻永　美紀      三重県

132 濵　雅裕        濵　眞弓        大阪府 165 角田　善茂      浅葉　容子      大阪府

133 木下　正巳      野原　真子      兵庫県 166 横佐　裕氏      東　みよこ      大阪府

134 多田　耕一      多田　笑子      大阪府 167 金近　憲昭      三輪　はるみ    兵庫県

135 大西　耕司      大西　朝子      大阪府 168 北原　常宏      伊藤　かおる    京都府

136 小川　陽一      小川　智津子    兵庫県 169 川合　三治      川合　紀美子    大阪府

137 築山　博        川口　ひろみ    大阪府 170 佐々木　征三    佐々木　絢子    大阪府

ＪＤＳＦ B級戦スタンダード　Ｗ・Ｔ・Ｆ・(Ｑ)
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138 澤田　章        山口　絹代      大阪府 171 坂本　昱男      朱山　さなえ    京都府

139 嶋岡　孝重      林　美佐子      奈良県 172 鶴　忠秋        下原　博子      京都府

140 木野　博幸      奥野　典子      奈良県 173 北浦　純一      北浦　絹代      大阪府

141 市来　輝夫      百々　桂香      大阪府 174 馬目　洋一      馬目　八重子    和歌山県

142 内藤　剛        橋本　真理      大阪府 175 高田　清        高田　百合子    兵庫県

143 秋山　昌広      花園　レイ      大阪府 176 岡本　隆之      岡本　典子      京都府

144 浜端　真治      野々宮 久美子  和歌山県 177 坂田　道生      木村　有里      京都府

145 平野　慶一      平野　由紀代    大阪府 178 丸田　真治      丸田　澄江      滋賀県

146 安永　　健治    花岡　泉        大阪府 179 諫山　和幸      諫山　敬子      大阪府

147 小林　義弘      井口　加代      奈良県 180 立花　美實      近藤　やす子    静岡県

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

94 野村　孝        玉井　美子      京都府 165 角田　善茂      浅葉　容子      大阪府

95 野田　正晴      高橋　奈保子    兵庫県 181 花田　靖彦      堤　和代        京都府

116 藤井　勉        山野　恵子      京都府 182 足立　理生      足立　理津子    京都府

162 石野　信明      小椋　満里子    奈良県 183 小原　茂祥      永田　めぐみ    大阪府

163 南場　義弘      南場　千代子    兵庫県 184 柏原　隆晴      尾崎　まみ      大阪府

164 辻永　満        辻永　美紀      三重県

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

96 安田　博        井出　ひとみ    大阪府 168 北原　常宏      伊藤　かおる    京都府

97 谷口　均        北村　百合子    大阪府 185 大西　克典      大西　美千代    大阪府

112 堀内　義行      田中　照代      大阪府 186 長久　宏二      長久　敏美      大阪府

113 松岡　史雄      橘　智子        兵庫県 187 勝本　正彦      村尾　香代子    兵庫県

166 横佐　裕氏      東　みよこ      大阪府 188 渡辺　平和      渡辺　節子      愛知県

167 金近　憲昭      三輪　はるみ    兵庫県

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

169 川合　三治      川合　紀美子    大阪府 174 馬目　洋一      馬目　八重子    和歌山県

170 佐々木　征三    佐々木　絢子    大阪府 180 立花　美實      近藤　やす子    静岡県

171 坂本　昱男      朱山　さなえ    京都府 189 足立　勝        東海　三重子    大阪府

172 鶴　忠秋        下原　博子      京都府 190 大久保　昌克    後藤　タカ子    大阪府

173 北浦　純一      北浦　絹代      大阪府

48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

188 渡辺　平和      渡辺　節子      愛知県 212 板谷　昭忠      室町　洋子      京都府

189 足立　勝        東海　三重子    大阪府 213 北中　稔        柴田　久美子    滋賀県

190 大久保　昌克    後藤　タカ子    大阪府 214 野田　光昭      髙島　加代子    兵庫県

191 柴木　勝        津端　英子      三重県 215 北山　薫        北山　千鶴子    大阪府

192 小山　芳和      中村　アツミ    和歌山県 216 宇出津　弘昭    安田　とも代    兵庫県

ＪＤＳＦ　Ｂ級戦ラテン　Ｓ・Ｃ・Ｒ・(Ｐ)
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193 野澤　忠志      小泉　鈴子      和歌山県 217 石森　辰夫      石森　好子      大阪府

194 山口　六郎      寺西　伸子      大阪府 218 宇野　浩        武田　孝子      奈良県

195 戸田　浩        水瀨　利惠      大阪府 219 矢切　胖        前田　加代子    三重県

196 中野　裕司      高木　美代      徳島県 220 立岡　孝三      立岡　晴子      大阪府

197 加藤　康博      加藤　泰子      滋賀県 221 西岡　賢治      西岡　昌子      奈良県

198 呉屋　永光      呉屋　厚子      大阪府 222 野瀬　喜久雄    千代　和子      滋賀県

199 吉川　清志      福地　恵子      兵庫県 223 木村　健治      沖　るみ        大阪府

200 山根　茂裕      山根　和子      大阪府 224 西倉　富士夫    中森　香代子    滋賀県

201 赤塚　修三      赤塚　桝子      和歌山県 225 松葉　宏義      嶋崎　光枝      大阪府

202 阪下　公一      阪下　登志      兵庫県 226 薄井　芳樹      薄井　敏子      滋賀県

203 井関　義彦      白石　トシ子    奈良県 227 足高　康正      足高　博子      大阪府

204 濱口　健二      小林　順子      大阪府 228 高谷　勝        大谷　律子      大阪府

205 森高　猛        森高　良子      大阪府 229 南埜　恒雄      豊田　清美      大阪府

206 福田　昌孝      福田　清美      奈良県 230 渡部　洋        渡部　奈津子    大阪府

207 安井　亮吉      安井　民子      大阪府 231 木村　隆信      木村　立子      京都府

208 山形　義一      山形　和美      大阪府 232 赤塚　満廣      浜野　輝子      三重県

209 塩谷　功        吉村　恵美子    大阪府 233 杉本　耕造      浅賀　宏子      大阪府

210 中村　政博      田井　美絵子    大阪府 234 北田　憲一      和田　秀子      奈良県

211 二井　康雄      二井　道子      大阪府 235 久積　寿夫      久積　美知子    奈良県

28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

188 渡辺　平和      渡辺　節子      愛知県 220 立岡　孝三      立岡　晴子      大阪府

190 大久保　昌克    後藤　タカ子    大阪府 221 西岡　賢治      西岡　昌子      奈良県

208 山形　義一      山形　和美      大阪府 222 野瀬　喜久雄    千代　和子      滋賀県

209 塩谷　功        吉村　恵美子    大阪府 223 木村　健治      沖　るみ        大阪府

210 中村　政博      田井　美絵子    大阪府 224 西倉　富士夫    中森　香代子    滋賀県

211 二井　康雄      二井　道子      大阪府 225 松葉　宏義      嶋崎　光枝      大阪府

212 板谷　昭忠      室町　洋子      京都府 226 薄井　芳樹      薄井　敏子      滋賀県

213 北中　稔        柴田　久美子    滋賀県 227 足高　康正      足高　博子      大阪府

214 野田　光昭      髙島　加代子    兵庫県 228 高谷　勝        大谷　律子      大阪府

215 北山　薫        北山　千鶴子    大阪府 229 南埜　恒雄      豊田　清美      大阪府

216 宇出津　弘昭    安田　とも代    兵庫県 230 渡部　洋        渡部　奈津子    大阪府

217 石森　辰夫      石森　好子      大阪府 233 杉本　耕造      浅賀　宏子      大阪府

218 宇野　浩        武田　孝子      奈良県 235 久積　寿夫      久積　美知子    奈良県

219 矢切　胖        前田　加代子    三重県 236 高田　美輝男    高田　弘子      兵庫県

13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

98 森永　巧        北川　円        京都府 178 丸田　真治      丸田　澄江      滋賀県

99 村田　廣司      村田　郁代      大阪府 179 諫山　和幸      諫山　敬子      大阪府

100 向井　正明      近澤　直子      京都府 180 立花　美實      近藤　やす子    静岡県

101 平木　康友      谷口　愛子      奈良県 230 渡部　洋        渡部　奈津子    大阪府

175 高田　清        高田　百合子    兵庫県 237 松野　隆司      八木　紀美恵    京都府

176 岡本　隆之      岡本　典子      京都府 238 中根　正信      本多　美佐代    大阪府

177 坂田　道生      木村　有里      京都府

ＪＤＳＦ　Ｃ級戦ラテン　(Ｓ)・Ｃ・Ｒ
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17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

231 木村　隆信      木村　立子      京都府 247 鎌本　徹        鎌本　京子      奈良県

239 岡元　孝一      下山　久子      大阪府 248 宮永　佳明      森田　一恵      奈良県

240 花岡　正廣      上田　佳子      奈良県 249 福田　博        福田　裕子      和歌山県

241 谷口　和男      藤原　美紀      大阪府 250 岡山　正路      岡山　陽子      大阪府

242 田澤　義輔      髙橋　要子      大阪府 251 北川　秀男      加持　友子      滋賀県

243 土田　康人      松浦　明子      滋賀県 252 杉本　則正      中森　順子      三重県

244 中元　正市      松山　登志子    大阪府 253 浜口　正和      浜口　洋子      大阪府

245 村野　健二      村野　延子      和歌山県 254 和田　佳一      和田　豊子      奈良県

246 小山　穰        小山　雅子      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

188 渡辺　平和      渡辺　節子      愛知県 252 杉本　則正      中森　順子      三重県

232 赤塚　満廣      浜野　輝子      三重県 253 浜口　正和      浜口　洋子      大阪府

233 杉本　耕造      浅賀　宏子      大阪府 255 山口　由貴      野崎　こず枝    愛知県

236 高田　美輝男    高田　弘子      兵庫県 256 栗本　夏実      栗本　江美      和歌山県

251 北川　秀男      加持　友子      滋賀県

3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

257 鳴門　剛        前門　静子      奈良県 259 髙田　弘        髙田　忠子      和歌山県

258 津村　俊守      津村　彩子      大阪府

3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

234 北田　憲一      和田　秀子      奈良県 254 和田　佳一      和田　豊子      奈良県

235 久積　寿夫      久積　美知子    奈良県

1組

背番号 リーダー パートナー 所属 メモ

235 久積　寿夫      久積　美知子    奈良県

審判⾧ ① 山本 陽子 （ＰＤ） ⑥ 相馬 明奈 （ＰＤ）
 ② 小林 茂之 （ＰＤ） ⑦ 神保 秀樹 （ＰＤ）

③ 森住 名緒美 （ＰＤ） ⑧ 三浦 照子 （ＧＤ）
④ 安井 寛 （ＰＤ） ⑨ 當麻 喜正 （ＧＤ）
⑤ 山崎 貴子 （ＰＤ）
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祝
第１回

ＰＤ西部ブロックダンススポーツ競技会

奈良県大会

レイ友の会  𠮷田 信二

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





第１回ＰＤ西部ブロックダンススポーツ競技会 奈良県大会

（第２８回県スポーツ・レクリエーション祭参加 ＰＤ西部ブロックランキングポイント取得対象競技会）

大 会 役 員

大会名誉会長   吉田 弘明（香芝市長）

大会相談役    大江 偉夫

大会会長     阪田 麗二

大会実行委員長 井ノ上 英之

大会実行副委員長 阪田 君子

総  務     長）白井 啓子  安井 克枝

採点管理     長）佐野 信哉  白波瀬 利光  伊東 勝  上田 紀代子

         堀田 隆     杉本 多美庵

構成・演出    長）井ノ上 英之 明正 和夫

選  手     内田 一広

会  場     長）西出 泱 内田 一広   阪田 純一

司  会     長）島 陽子   堀田 邦子

接  待     長）阪田 君子  渕野 真由美

経  理     佐藤 紀美子

受  付     長）明正 和夫  明正 房江 笠井 敏夫 小野村 順子

杉本 沙彩

写真・動画撮影  長）西村 増雄  笠井 敏夫

音  楽     濱川 俊博（BB ホール）

救助スタッフ   東洋医療専門学校

公益社団法人日本ダンススポーツ連盟
西部ＰＤブロック奈良県支部

〒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 Jdsf-pd 奈良県      


