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ごあいさつ

ようこそ！『平和のシンボル、金魚が泳ぐ城下町。』大和郡山市へ！

この指標は、3月3日のひな祭りに昔は金魚も飾っていたという歴史と、日本ペンクラ

ブがひな祭りのイメージからこの日を「平和の日」と定めたことを組み合わせて生まれた

のですが、その城下町の中心に位置する三の丸会館体育館において、一般社団法人奈良県

ダンス連盟主催による第 14 回奈良県ダンス連盟サマー・ゲームズ（第 30 回スポーツ・

レクリエーション祭参加）が、コロナ禍を乗り越えて立派に開催されますことをお慶び申

し上げますとともに、心から歓迎申し上げる次第です。

昨年来、本市では「力を合わせて前へ！」を合言葉に感染拡大防止に努めてきましたが、

日ごろの練習の成果を存分に発揮いただき、まさに「力を合わせて前へ」、栄冠に向かっ

て進んでください。

皆様のご健勝、ご活躍と、奈良県ダンス連盟のますますのご発展をお祈りし、歓迎の言葉と致します。

本日、大和郡山市において「第14回奈良県ダンス連盟サマー・ゲームズ（第30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。

昨年来のコロナウイルスのまん延のなか、本日開催できますのも、選手、役員、関係者

の皆さま方のご協力と大和郡山市のご理解による賜物と感謝しています。

ただいま 2020 東京オリンピック・パラリンピックが開催されています、2024 年パ

リオリンピック・パラリンピックにダンススポーツのブレーキン部門が追加競技として

参加が決まっています。

これに引き続きスタンダード部門・ラテン部門が早期にオリンピック種目となるよう

活動してまいります。

また、10年後に奈良県で開催される国民スポーツ大会へ競技としての参加も確実なものと考えておりジュニアの

育成など準備を始めています。

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と共に、

夏の暑さ、コロナウイルスを吹き飛ばして今日一日、ダンススポーツを楽しみましょう。

このたび、奈良県の中央、大和郡山の地で第 14 回奈良県ダンス連盟サマー・ゲームズ

が開催されます事は、とても喜ばしい事です。

大和郡山市は日本における金魚の名産地だけでなく、奈良盆地の中央に位置し、交通の

便もよく、最近は超大型ショッピングモールも進出し、大変にぎやかになりつつある街で

す。そして近隣府県がコロナウイルスによる公共イベントの自粛を余儀なくされる中で、

感染症対策を万全に取りつつ開催に運べたことは大和郡山市の計らいであり、感謝に堪え

ません、

私たちは、大和郡山市、近隣府県、ダンススポーツ愛好家、そしてスポーツを愛する皆

様の期待にこたえられるよう、新型コロナウイルスに対する対策を万全に取りながら、し

っかりとした運営を行います。

この暑さの中、お集まりいただいた選手の皆様にも、存分にその練習の成果を発揮頂けるよう、よろしくお願い

申し上げます。

大会名誉会長
上田 清

(大和郡山市長)

大会会長
阪田 麗二

実行委員長
大江 偉夫



三の丸体育館選手座席図
※ 番号は背番号を表示しています。

※ 会場内では、マスクを着用願います。

スマホによる競技結果表示について

密集を避けるため、成績の掲示は行いません。

成績は、スマホのQRコード読み取りカメラで、右のQRコードを読み取

って表示される成績をご覧ください（決勝戦の成績は、表示されません）。



第３０回県スポーツ・レクリエーション祭参加

令和３年８月２２日（日）　三の丸会館体育館　午前１０時～

8:30 　役員集合 11:45 　昼の部競技開始

9:00 　選手受付開始 12:00 　JDSF・St　A B C D　受付締切

9:30 　ＪＤＳＦ・Ｌt  県スポレク戦　受付締切 12:35 　第２回表彰式

9:45 　審判員会議 12:50 　昼休憩

10:00 　競技開始 15:15 　来賓紹介、主催者挨拶

10:30 　JDSF・Sｔ　シニア　受付締切 16:35 　第３回表彰式

11:20   第１回表彰式 16:45 　閉会

競技No 時刻 略称 競技名 ラウンド 種目 組数 H数 UP数 審判員 時間

9:00 55

9:55 05

10:00          02

1 10:02 ＪＤＬ ＪＤＳＦ Ｄ級戦 ラテン 準決勝 ＣＲ 10組 1H 6UP 12345    04

10:06 02

2 10:08 ＪCＬ ＪＤＳＦ C級戦 ラテン 準決勝 CR 7組 1H 6UP   34567  04

10:12 03

3 10:15 ＪＢＬ ＪＤＳＦ Ｂ級戦 ラテン 準決勝 SCR 11組 2H 6UP   34567  12

10:27 02

4 10:29 ＪＡＬ ＪＤＳＦ Ａ級戦 ラテン 準決勝 SCRP 9組 1H 6UP 1234567  08

5 10:37 ＪＤＬ ＪＤＳＦ Ｄ級戦 ラテン 決勝 ＣＲ 6組 1H 順位 12345    04

6 10:41 JCL ＪＤＳＦ Ｃ級戦 ラテン 決勝 CR 6組 1H 順位   34567  04

7 10:45 JBL ＪＤＳＦ Ｂ級戦 ラテン 決勝 SCR 6組 1H 順位   34567  06

8 10:51 JAL ＪＤＳＦ Ａ級戦 ラテン 決勝 SCRP 6組 1H 順位 1234567  08

9 10:59 FSS 県スポレク祭参加戦 スタンダード 準決勝 WT 2組 1H 2UP 123 56   04

11:03 05

11:08          08

10 11:16 FSS 県スポレク祭参加戦 スタンダード 決勝 WT 2組 1H 順位 123 56   04

11:20          15

11:35          10

11:45          02

11 11:47 ＧＢＳ シニアⅢB級戦スタンダード 準決勝 WT 3組 1H 3UP 12  567  04

11:51 02

12 11:53 ＧＡＳ シニアⅢA級戦スタンダード 準決勝 WF 4組 1H 4UP 12345    04

11:57          06

13 12:03 ＭＡＳ シニアⅡＡ級戦スタンダード 準決勝 ＴＦ 8組 1H 6UP 123 56   04

12:07 10

14 12:17 ＧＢＳ シニアⅢB級戦スタンダード 決勝 WT 3組 1H 順位 12  567  04

15 12:21 ＧＡＳ シニアⅢA級戦スタンダード 決勝 WF 4組 1H 順位 12345    04

16 12:25 ＭＡＳ シニアⅡA級戦スタンダード 決勝 ＴＦ 6組 1H 順位 123 56   04

12:29          06

12:35          15

12:50          30

第１４回奈良県ダンススポーツ連盟サマー・ゲームズ

開場

開会宣言・審判員紹介

昼休憩

シニアⅡＡ級戦スタンダード　練習タイム　T　１H

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄラテン優勝者オナーダンス

第１回表彰式

休憩・フロア清掃

シニアⅡA・ⅢA・ⅢB優勝者オナーダンス

第２回表彰式

ＪＤＳＦ B級戦 ラテン　練習タイム　S　２H

休憩・フロア清掃

ＪＤＳＦ Ｄ級戦 ラテン　練習タイム　C　１H

ＪＤＳＦ C級戦 ラテン　練習タイム　C　１H

ＪＤＳＦ A級戦 ラテン　練習タイム　S　１H

シニアⅢB級戦スタンダード　練習タイム　W　１H

シニアⅢA級戦スタンダード　練習タイム　W　１H

休憩・フロア清掃



競技No 時刻 略称 競技名 ラウンド 種目 組数 H数 UP数 審判員 時間

13:20          03

17 13:23 ＪＤＳ ＪＤＳＦ Ｄ級戦スタンダード 1次予選 ＷＴ 15組 2H 10UP 12 456   08

13:31          04

18 13:35 ＪＣＳ ＪＤＳＦ Ｃ級戦スタンダード 1次予選 ＷＴ 27組 3H 18UP   34567  12

13:47 05

19 13:52 ＪＢＳ ＪＤＳＦ B級戦スタンダード 1次予選 ＷＴ 38組 4H 24UP 1234  7  16

14:08 04

20 14:12 ＪＡＳ ＪＤＳＦ A級戦スタンダード 1次予選 ＷＴＦ 33組 3H 24UP 1234567  18

14:30          05

21 14:35 ＪＣＳ ＪＤＳＦ Ｃ級戦スタンダード 最終予選 ＷＴ 18組 2H 12UP   34567  08

22 14:43 ＪＢＳ ＪＤＳＦ B級戦スタンダード 最終予選 ＷＴＦ 24組 2H 12UP 1234  7  12

23 14:55 ＪＡＳ ＪＤＳＦ A級戦スタンダード 最終予選 ＷＴＦQ 24組 2H 12UP 1234567  16

15:11          04

15:15          03

24 15:18 ＪＤＳ ＪＤＳＦ Ｄ級戦スタンダード 準決勝 WT 10組 1H 6UP 12 456   04

25 15:22 ＪＣＳ ＪＤＳＦ Ｃ級戦スタンダード 準決勝 ＷＴ 12組 2H 6UP   34567  08

26 15:30 ＪＢＳ ＪＤＳＦ B級戦スタンダード 準決勝 ＷＴＦ 12組 2H 6UP 1234  7  12

27 15:42 ＪＡＳ ＪＤＳＦ A級戦スタンダード 準決勝 ＷＴＦQ 12組 2H 6UP 1234567  16

15:58          05

16:03          02

28 16:05 ＪＤＳ ＪＤＳＦ Ｄ級戦スタンダード 決勝 WT 6組 1H 順位 12 456   04

29 16:09 ＪＣＳ ＪＤＳＦ Ｃ級戦スタンダード 決勝 ＷＴ 6組 1H 順位   34567  04

30 16:13 ＪＢＳ ＪＤＳＦ B級戦スタンダード 決勝 ＷＴＦ 6組 1H 順位 1234  7  06

31 16:19 ＪＡＳ ＪＤＳＦ A級戦スタンダード 決勝 ＷＴＦQ 6組 1H 順位 1234567  08

16:27          08

16:35          10

16:45          

記号

審判長 １

２

３

４

５

６

７

ＪＤＳＦ D級戦スタンダード　練習タイム　W　２H

ＪＤＳＦ　B 級戦スタンダード　練習タイム　W　４H

ＪＤＳＦ　A 級戦スタンダード　練習タイム　W　３H

来賓紹介・主催者挨拶

Ａ・Ｂ・Ｃ・D級スタンダード優勝者オナーダンス

ＪＤＳＦ C級戦スタンダード　練習タイム　W　３H

休憩・フロア清掃

休憩・フロア清掃

休憩・フロア清掃

審判員紹介

第３回表彰式

閉会

　谷口 主嘉 （GD西部）

　伊東 たみ子 （GD西部）

審判員

　須磨 和史 （PD西部）

　安井 克枝 （PD西部）

　久野 美和 （PD中部）

　河本 耕一 （PD関東甲信越）

　岡田 大輔 （PD西部）



33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 吉井　誠児 吉井　富士子 奈良県 　 18 米田　憲弘 米田　美砂子 兵庫県 　

2 市橋　文章 江添　勝子 京都府 　 19 濱崎　義弘 濱崎　千鶴 兵庫県 　

3 長谷川　正人 長谷川 さゆり 兵庫県 　 20 川本　竜 川本　弥由 奈良県 　

4 光山　太祐 光山　早苗 兵庫県 　 21 大杉　一巳 大杉　真理 奈良県 　

5 石井　宏明 高橋　祐子 奈良県 　 22 斉藤　玲 斉藤　真弓 山梨県 　

6 犬飼　準 犬飼　廣美 大阪府 　 23 堀　秀彦 小川　峰子 奈良県 　

7 高橋　康徳 桐本　光子 大阪府 　 24 嶋本　響喜 嶋本　明華 Jr. Ａ．Ｃ． 　

8 長村　和也 長村　祥子 奈良県 　 25 宮本　由紀夫 宮本　久子 大阪府 　

9 谷中　賀翔 大熊　佐和子 奈良県 　 26 中山　義幸 冨永　孝子 大阪府 　

10 谷口　道生 谷口　瑛子 兵庫県 　 27 森川　明 迫川　百合子 大阪府 　

11 加藤　修久 加藤　裕子 大阪府 　 28 庄野　貢司 池田　輝美 広島県 　

12 中西　孝夫 川口　聖子 奈良県 　 29 養父　規幸 養父　啓子 大阪府 　

13 林　敏雄 林　朱美 大阪府 　 30 加納　志郎 加納　輝美子 京都府 　

14 木村　茂 泉　麻由子 京都府 　 31 森井　英実 橋辺　昌子 滋賀県 　

15 松林　勝 藤　めぐみ 滋賀県 　 32 森永　巧 北川　円 京都府 　

16 鈴木　尚志 大田　美智子 大阪府 　 33 平木　康友 石橋　雅美 奈良県 　

17 西田　芳宏 土谷　暁子 滋賀県 　

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

20 川本　竜 川本　弥由 奈良県 　 34 岡内　唯一 岡内　暖羽 大阪府 　

21 大杉　一巳 大杉　真理 奈良県 　 35 横田　健二 釜堀　育恵 大阪府 　

22 斉藤　玲 斉藤　真弓 山梨県 　 36 足立　理生 足立　理津子 京都府 　

23 堀　秀彦 小川　峰子 奈良県 　 37 栗林　幸範 左雲　和子 大阪府 　

24 嶋本　響喜 嶋本　明華 Jr. Ａ．Ｃ． 　

8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

25 宮本　由紀夫 宮本　久子 大阪府 　 31 森井　英実 橋辺　昌子 滋賀県 　

26 中山　義幸 冨永　孝子 大阪府 　 33 平木　康友 石橋　雅美 奈良県 　

27 森川　明 迫川　百合子 大阪府 　 38 林　伸男 林　民子 岐阜県 　

28 庄野　貢司 池田　輝美 広島県 　 39 友田　康晴 中村　敏子 京都府 　

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

40 安田　博 井出　ひとみ 大阪府 　 42 木野　博幸 奥野　典子 奈良県 　

41 高田　清 高田　百合子 兵庫県 　 43 岡本　隆之 岡本　典子 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・Ｆ・（Ｑ）

シニアⅡＡ級戦スタンダード　Ｔ・Ｆ

ＪＤＳＦ　Ａ級戦ラテン　Ｓ・Ｃ・Ｒ・（Ｐ）

シニアⅢＡ級戦スタンダード　Ｗ・Ｔ



38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

40 安田　博 井出　ひとみ 大阪府 　 59 東　照雄 大西　蓉子 大阪府 　

41 高田　清 高田　百合子 兵庫県 　 60 永岡　成明 久松　秀子 兵庫県 　

42 木野　博幸 奥野　典子 奈良県 　 61 西岡　喜博 春山　妙子 徳島県 　

43 岡本　隆之 岡本　典子 京都府 　 62 桂　宏光 田和　淳子 大阪府 　

44 上住　祥通 朱山　さなえ 大阪府 　 63 月城　誠一 津ノ田 千鶴子 兵庫県 　

45 内藤　剛 橋本　真理 大阪府 　 64 巣立　博明 滝下　幸栄 京都府 　

46 福森　章夫 福森　淳子 大阪府 　 65 南場　義弘 南場　千代子 兵庫県 　

47 長谷川　満明 長谷川　規子 兵庫県 　 66 小西　英男 小西　ケイト 愛知県 　

48 川村　光一 小出　幸子 大阪府 　 67 西村　雅英 西村　幸子 兵庫県 　

49 島貫　乾郎 北島　奈美子 大阪府 　 68 河野　嘉隆 笹倉　佐智子 兵庫県 　

50 深山　達男 瀬戸口　一枝 兵庫県 　 69 村山　光彦 村山　重子 宮城県 　

51 寺田　雄二 高田　里美 京都府 　 70 柴垣　孝二 水野　弘美 大阪府 　

52 北原　常宏 伊藤　かおる 京都府 　 71 松本　耕治 田中　りえ 京都府 　

53 天満　雅美 中村　記代美 大阪府 　 72 室塚　是智 伊藤　ゆかり 京都府 　

54 西岡　賢治 西岡　昌子 奈良県 　 73 田中　宏和 山本　恵津子 大阪府 　

55 青木　慶介 辻本　成子 兵庫県 　 74 高野　弘司 梶原　美由姫 奈良県 　

56 石垣　義一 石垣　良子 大阪府 　 75 松野　隆司 八木　紀美恵 京都府 　

57 内田　主男 鈴木　峯子 京都府 　 76 小田　周二 小田　房江 大阪府 　

58 藤田　達巳 山本　幸江 兵庫県 　 77 井上　達雄 飯塚　富美恵 大阪府 　

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

29 養父　規幸 養父　啓子 大阪府 　 69 村山　光彦 村山　重子 宮城県 　

30 加納　志郎 加納　輝美子 京都府 　 78 小原　茂祥 永田　めぐみ 大阪府 　

31 森井　英実 橋辺　昌子 滋賀県 　 79 山崎　隆司 山崎　昌子 和歌山県 　

39 友田　康晴 中村　敏子 京都府 　 80 櫻井　健司 櫻井　恵利 奈良県 　

67 西村　雅英 西村　幸子 兵庫県 　 81 髙井　信宏 水上　雅代 滋賀県 　

68 河野　嘉隆 笹倉　佐智子 兵庫県 　

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

70 柴垣　孝二 水野　弘美 大阪府 　 72 室塚　是智 伊藤　ゆかり 京都府 　

71 松本　耕治 田中　りえ 京都府 　

27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

80 櫻井　健司 櫻井　恵利 奈良県 　 95 堀江　由三 真砂　佳美 兵庫県 　

82 向　正男 石本　留美子 京都府 　 96 久積　寿夫 久積　美知子 奈良県 　

83 丸澤　巖 堀本　恵美子 京都府 　 97 浅井　弘 新垣　美智子 大阪府 　
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84 二井　康雄 二井　道子 大阪府 　 98 西川　潔 岩田　純子 大阪府 　

85 岡本　勝 巴　真知子 大阪府 　 99 西岡　克美 古平　玲子 兵庫県 　

86 森本　博文 中上　敏子 奈良県 　 100 青葉　義雄 青木　めぐみ 大阪府 　

87 西垣　昭造 橋本　誠子 大阪府 　 101 足高　康正 足高　博子 大阪府 　

88 濱口　健二 小林　順子 大阪府 　 102 杉本　満 杉本　敦子 兵庫県 　

89 空木　光治 空木　清美 京都府 　 103 西倉　富士夫 中森　香代子 滋賀県 　

90 野澤　忠志 小泉　鈴子 和歌山県 　 104 石森　辰夫 石森　好子 大阪府 　

91 野々口　隆 野々口 美佐子奈良県 　 105 三宅　昭二 三宅　美澄 兵庫県 　

92 大久保　昌克 後藤　タカ子 大阪府 　 106 北中　稔 柴田　久美子 滋賀県 　

93 宮永　佳明 山下　知美 奈良県 　 107 遠山　慶一 山本　禎子 兵庫県 　

94 釘本　義直 秦泉寺 美那子奈良県 　

7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

32 森永　巧 北川　円 京都府 　 76 小田　周二 小田　房江 大阪府 　

73 田中　宏和 山本　恵津子 大阪府 　 101 足高　康正 足高　博子 大阪府 　

74 高野　弘司 梶原　美由姫 奈良県 　 108 中出　守 三目　早美 和歌山県 　

75 松野　隆司 八木　紀美恵 京都府 　

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

77 井上　達雄 飯塚　富美恵 大阪府 　 113 板東　昭典 板東　晃子 兵庫県 　

81 髙井　信宏 水上　雅代 滋賀県 　 114 片山　毅 室谷　純子 大阪府 　

102 杉本　満 杉本　敦子 兵庫県 　 115 奥村　至 奥村　幸江 大阪府 　

103 西倉　富士夫 中森　香代子 滋賀県 　 116 大石　弘志 上野　みや子 兵庫県 　

109 五島　泰雄 松井　芳枝 兵庫県 　 117 浜口　正和 浜口　洋子 大阪府 　

110 谷口　和男 藤原　美紀 大阪府 　 118 榊原　一成 時本　寿子 兵庫県 　

111 田澤　義輔 髙橋　要子 大阪府 　 119 和田　佳一 和田　豊子 奈良県 　

112 入江　芳一 髙栁　和代 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

77 井上　達雄 飯塚　富美恵 大阪府 　 114 片山　毅 室谷　純子 大阪府 　

104 石森　辰夫 石森　好子 大阪府 　 115 奥村　至 奥村　幸江 大阪府 　

105 三宅　昭二 三宅　美澄 兵庫県 　 116 大石　弘志 上野　みや子 兵庫県 　

106 北中　稔 柴田　久美子 滋賀県 　 117 浜口　正和 浜口　洋子 大阪府 　

107 遠山　慶一 山本　禎子 兵庫県 　 118 榊原　一成 時本　寿子 兵庫県 　

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

33 平木　康友 石橋　雅美 奈良県 　 119 和田　佳一 和田　豊子 奈良県 　
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奈良県大和郡山市

     
  

今日は郡山の祭り やまとの夏祭り

市役所の駐車場、やなぎ町商店街では夜まで夏祭りです。

全国金魚すくい選手権大会開催のまち
おまつりの出店などでおなじみの金魚すくいを、競技と

して位置づけた金魚すくいの全国大会。毎年８月の第３日

曜(日曜が５回ある時は第４日曜)に開催、全国から(海外か

らも)定員 2,350 人の選手がエントリーします。３分間に

１枚のポイで何匹すくえるかの熱き戦い。物産店などもあ

って、大和郡山の夏の一大イベントです。

まちなかに金魚がいっぱい
城下町を歩くと、まちのいたるところで金魚

に出会えます。変わり種水槽と共にお楽しみく

ださい。また藍染め体験でききる箱本館『紺屋』

にも、金魚展示スペースがオープン。

１年をとおして金魚すくいが楽しめるお店も

あります。

商店街が金魚ストリートに
大和郡山やなぎまち商店街では、各お店の

前に金魚水槽が設置され、『金魚ストリート』

となっています。『金魚マップ＆金魚図鑑』

(商店街のホームページからもダウンロード

可)を片手に、お買い物を楽しみながら、30

水槽に 30 種類の金魚が泳ぐ『まちなか金魚

水族館』をお楽しみください。

灯籠型水槽 自動改札機型水槽

マンホールの蓋にも テレビ型水槽 箱本館『紺屋』



祝
第 14 回奈良県ダンス連盟

サマー・ゲームズ

レイ友の会 吉田 信二

     中岡 千恵子

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 14 回奈良県ダンスス連盟サマー・ゲームズ

大 会 役 員

大会名誉会長   上田 清（大和郡山市長）

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     白井 啓子

採点管理     佐野 信哉 伊東 勝 上田 紀代子 堀田 隆

         杉本 多美庵

構成・演出    大江 偉夫

選手・会場    西出 泱 下垣 都博 内田 一広 奥田 徹

司  会     島 陽子 堀田 邦子

接  待     阪田 君子 前田 悦子

経  理     前田 悦子

受  付     明正 和夫 明正 房江 小野村 順子 奥田 徹

写真・動画撮影  西村 増雄 伊東 勝

音  楽     白波瀬 利光 井ノ上 英之



一般社団法人奈良県ダンス連盟
〒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 Jdsf-pd 奈良県


