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ごあいさつ

このたび、「第４回ＰＤ西部ブロックダンススポーツ競技会奈良県大会」

が３年ぶりに、ここ香芝市で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ま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。

競技ダンスは、カップルが音楽に合わせて美しさや感情を表現し、ひとつ

のダンスをつくりあげ、観衆を魅了する芸術的スポーツであるとともに、性

別・年齢関係なく誰もが楽しめる生涯スポーツであると思います。

今後とも、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。

選手の皆さまにおかれましては、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き、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るとともに、皆

さまの益々のご活躍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４回PD西部ブロックダンススポーツ競技

会奈良県大会」を開催できましたことを心からお礼申しあげます。

コロナ過の中開催できましたのも全国から集まっていただきました

選手、役員、関係者の皆さま方のご協力と共に香芝市のご理解による賜

物と感謝しています。

また、本日は年１回開催される西部PDブロック奈良県支部の大会で

す、PD競技選手達の力強い踊りをぜひ堪能ください。

２年後に開催されるパリオリンピックにダンススポーツのブレイキ

ン部門の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を強めてまいります。

また、本日は JDSF 奈良県ブレイキン部の皆さんに演技を披露していただきます。皆様方

の盛大な応援をお願いいたします。

また、2028年の長野県から国民スポーツ大会へダンススポーツがスタンダード、ラテン、

ブレイキンと３部門で参加いたします。

選手の皆様方も各所属の都道府県での代表選手を目指していただきたいと思いますし、私

たちも2031年に開催される奈良県国民スポーツ大会に向けて競技選手の育成に取り組んで

います。特にこれからのダンススポーツの担い手であるジュニア選手の育成など進めていま

す。

来年も 11 月 26 日に、ここ香芝市総合体育館において支部競技会の開催を予定していま

す、全国からたくさんの選手の皆様方にご参加いただき、盛会となりますよう願っています。

大会会長
阪田 麗二

大会名誉会長
香芝市長 福岡 憲宏



ご来場の皆さんへのお願い

◇ 選手席につ

いて

背番号毎に

指定席にな

っています。

右の座席図

で示す番号

の席をご使

用ください。

◇ マスクについて

会場では、競技中を除き、マスクを着用し

てください。

◇ 出場者待機椅子について

次のヒートの方は出場者待機用イス（女性

役が着席）に掛けてお待ちください。

退場は左右の側面からご退場ください。

◇ 成績表示について

成績の掲示は行いません。

成績は、パンフレットの裏表紙に記載のQRコードをスマホの読み

取りカメラで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。

成績は、各競技終了後１～２分以内に表示されます。

競技が終わって暫く経っても表示が更新されない場合は、画面を

下方向にスワイプすると更新マーク が出て来て更新されます。

もしくは、画面右上のメニューボタン を押して表示される更新

ボタン を押しても更新できます。（機種によって異なります。）

◇ 欠場について

競技の途中で欠場される場合は、受付にある所定の用紙で、必ず事

前にチェアパーソン宛に届けてください。無断で欠場した場合は、

成績が取り消される場合があります。

◇ 飲食について

食事は２階の休憩コーナーか指定された観覧席でお願いします。

競技場内アリーナでの食事は禁止されています。

◇ 喫煙について

体育館の敷地内は全面禁煙です。駐車場や周辺道路での喫煙も禁止です。

◇ その他

使用されたペットボトルやゴミは、必ずお持ち帰りください。

お忘れ物は主催者の方で処分します。

２階選手席（サブフロアー） １階選手席（アリーナ）



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

9:30  PDライジングLt・JDSF A･B･C･D Lt  受付締切 12:57  第２回表彰式

10:00  競技開始 13:07  昼休憩・ブレイキン演技

10:30  PDライジングSt・シニアⅡA･ⅢA･ⅣA St 受付締切 14:30  PDオープン St　受付締切

11:25  第１回表彰式 15:25  来賓紹介・主催者挨拶

11:40  昼の部競技開始 17:08  第３回表彰式

競技No 時刻 略称 競技名 ラウンド 種目 組数 H数 UP数 時間

9:00 55

9:55 05

1 10:00 JDL JDSF Ｄ級戦 ラテン 準決勝 CR 10組 1H 6UP 04

2 10:04 JCL JDSF C級戦 ラテン 準決勝 SCR 8組 1H 6UP 06

3 10:10 JBL JDSF Ｂ級戦 ラテン 準決勝 SCRP 12組 1H 6UP 08

4 10:18 JAL JDSF Ａ級戦 ラテン 準決勝 SCRPJ 12組 1H 6UP 10

5 10:28 XPRL PDライジング ラテン 準決勝 RP 3組 1H 3UP 04

10:32 05

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

7 10:41 JCL JDSF Ｃ級戦 ラテン 決勝 SCR 6組 1H 順位 06

8 10:47 JBL JDSF Ｂ級戦 ラテン 決勝 SCRP 6組 1H 順位 08

9 10:55 JAL JDSF Ａ級戦 ラテン 決勝 SCRPJ 6組 1H 順位 10

10 11:05 XPRL PDライジング ラテン 決勝 RP 3組 1H 順位 04

11:09 06

11:15 10

11:25 10

11:35 05

11 11:40 RAS シニアⅣＡ級戦スタンダード 最終予選 WF 15組 2H 10UP 08

12 11:48 GAS シニアⅢA級戦スタンダード 準決勝 WT 9組 1H 6UP 04

13 11:52 MAS シニアⅡＡ級戦スタンダード 最終予選 WTF 23組 2H 12UP 12

14 12:04 RAS シニアⅣＡ級戦スタンダード 準決勝 WF 10組 1H 6UP 04

12:08 06

15 12:14 MAS シニアⅡＡ級戦スタンダード 準決勝 WTF 12組 1H 6UP 06

16 12:20 XPRS PDライジング スタンダード 準決勝 WF 5組 1H 5UP 04

17 12:24 RAS シニアⅣＡ級戦スタンダード 決勝 WF 6組 1H 順位 04

18 12:28 GAS シニアⅢA級戦スタンダード 決勝 WT 6組 1H 順位 04

19 12:32 MAS シニアⅡＡ級戦スタンダード 決勝 WTF 6組 1H 順位 06

20 12:38 XPRS PDライジング スタンダード 決勝 WF 5組 1H 順位 04

12:42 05

12:47 10

12:57 10

13:07 25

開場

開会宣言・審判員紹介

休憩・フロア清掃

第４回ＰＤ西部ブロックダンススポーツ競技会奈良県大会

休憩・フロア清掃

PDライジング ・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

休憩・フロア清掃

休憩・フロア清掃

PDライジング・シニアⅣＡ・ⅢＡ・ⅡＡスタンダード　優勝者オナーダンス

第２回表彰式

ブレイキン演技　昼休憩



競技No 時刻 略称 競技名 ラウンド 種目 組数 H数 UP数 時間

13:32 05

21 13:37 JBS JDSF B級戦スタンダード 1次予選 WTF 43組 3H 24UP 18

22 13:55 JAS JDSF A級戦スタンダード 1次予選 WTFQ 42組 3H 24UP 24

14:19 06

23 14:25 JDS JDSF Ｄ級戦スタンダード 最終予選 WT 13組 2H 10UP 08

24 14:33 JCS JDSF Ｃ級戦スタンダード 最終予選 WTF 23組 2H 12UP 12

25 14:45 JBS JDSF B級戦スタンダード 最終予選 WTFQ 24組 2H 12UP 16

26 15:01 JAS JDSF A級戦スタンダード 最終予選 WTVFQ 24組 2H 12UP 20

15:21 04

15:25 05

27 15:30 JDS JDSF Ｄ級戦スタンダード 準決勝 WT 10組 1H 6UP 04

28 15:34 JCS JDSF Ｃ級戦スタンダード 準決勝 WTF 12組 1H 6UP 06

29 15:40 JBS JDSF B級戦スタンダード 準決勝 WTFQ 12組 1H 6UP 08

30 15:48 JAS JDSF A級戦スタンダード 準決勝 WTVFQ 12組 1H 6UP 10

31 15:58 PDS PDオープン戦 スタンダード 準決勝 WTVFQ 10組 1H 6UP 10

16:08 05

16:13 07

32 16:20 JDS JDSF Ｄ級戦スタンダード 決勝 WT 6組 1H 順位 04

33 16:24 JCS JDSF Ｃ級戦スタンダード 決勝 WTF 6組 1H 順位 06

34 16:30 JBS JDSF B級戦スタンダード 決勝 WTFQ 6組 1H 順位 08

35 16:38 JAS JDSF A級戦スタンダード 決勝 WTⅤFQ 6組 1H 順位 10

36 16:48 PDS PDオープン戦 スタンダード 決勝 WTⅤFQ 6組 1H 順位 10

16:58 10

17:08 12

17:20

来賓紹介・主催者挨拶

休憩・フロア清掃

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

PDオープン・Ａ・Ｂ・Ｃ・D　スタンダード優勝者オナーダンス

第３回表彰式

閉会



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

1 岡本　直樹 森下　恵 ＰＤ 6 西川　和孝 西川　美季 ＰＤ

2 藤田　洋一 藤田　秀代 ＰＤ 7 寺岡　芳貴 寺岡　知子 ＰＤ

3 喜多田　芳起 喜多田　千代 ＰＤ 8 中川　俊樹 勝山　百合香 ＰＤ

4 前田　雅仁 宮崎　梢 ＰＤ 9 仲西　勝流 仲西　有美 ＰＤ

5 平田　裕一朗 平田　美香 ＰＤ 10 藤見　昭次 藤見　美子 ＰＤ

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

5 平田　裕一朗 平田　美香 ＰＤ 11 下川　英二 下川　ひとみ ＰＤ

6 西川　和孝 西川　美季 ＰＤ 12 藤原　敏英 藤原　千帆 ＰＤ

7 寺岡　芳貴 寺岡　知子 ＰＤ

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

8 中川　俊樹 勝山　百合香 ＰＤ 10 藤見　昭次 藤見　美子 ＰＤ

9 仲西　勝流 仲西　有美 ＰＤ

42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

51 市橋　文章 江添　勝子 京都府 72 平木　康友 石橋　雅美 奈良県

52 養父　規幸 養父　啓子 大阪府 73 田中　康友 大下　佳乃 徳島県

53 栗林　博 富塚　優子 東京都 74 潮　和男 室谷　純子 兵庫県

54 塩田　稔 筧　正子 奈良県 75 田中　克尚 田中　秀子 和歌山県

55 加藤　修久 加藤　裕子 大阪府 76 林　敏雄 林　朱美 大阪府

56 西岡　克美 古平　玲子 兵庫県 77 古川　博一 檜垣　玲子 京都府

57 松田　則之 松田　侑子 千葉県 78 山﨑　光寛 畠山　和恵 富山県

58 友田　康晴 中村　敏子 京都府 79 中本　滋信 中本　こずえ 兵庫県

59 清水　正文 清水　千鶴 奈良県 80 高田　波平 北山　栄子 大阪府

60 長村　和也 長村　祥子 奈良県 81 植村　和正 植村　澄子 京都府

61 勝部　守 勝部　千佳子 大阪府 82 宮本　由紀夫 宮本　久子 大阪府

62 櫻井　大二郎 櫻井　麻知代 愛知県 83 松下　清一 山田　好子 静岡県

63 嶋本　響喜 嶋本　明華 Jr. Ａ.Ｃ. 84 水野　長志郎 島　陽子 奈良県

64 川本　竜 川本　弥由 奈良県 85 安田　博 井出　ひとみ 大阪府

65 西河　健 日野　光江 滋賀県 86 井上　達雄 飯塚　富美恵 大阪府

66 森井　英実 橋辺　昌子 滋賀県 87 松林　勝 藤　めぐみ 滋賀県

67 鈴木　真也 伊藤　直美 京都府 88 野田　正晴 高橋　奈保子 兵庫県

68 大杉　一巳 大杉　真理 奈良県 89 新田　常博 佐伯　カンミ 奈良県

69 岡本　陽一 竹川　八恵 京都府 90 小田　周二 小田　房江 大阪府

70 藤井　正三 丸田　和子 大阪府 91 金光　一弥 金光　恵 大阪府

71 金近　憲昭 三輪　はるみ 兵庫県 92 吉井　誠児 吉井　富士子 奈良県

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

PDオープン戦スタンダード　Ｗ・Ｔ・（Ｖ）・F・Ｑ

PDライジング戦スタンダード　Ｗ・F

PDライジング戦ラテン　Ｒ・Ｐ



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

63 嶋本　響喜 嶋本　明華 Jr. Ａ.Ｃ. 69 岡本　陽一 竹川　八恵 京都府

64 川本　竜 川本　弥由 奈良県 93 稲葉　道郎 清水　萌実 新潟県

65 西河　健 日野　光江 滋賀県 94 宅間　克人 宅間　豊子 大阪府

66 森井　英実 橋辺　昌子 滋賀県 95 大下　静男 植田　幸世 兵庫県

67 鈴木　真也 伊藤　直美 京都府 96 栗林　幸範 左雲　和子 大阪府

68 大杉　一巳 大杉　真理 奈良県 97 鎌田　将平 金野尾　岬 全日本学連

23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

51 市橋　文章 江添　勝子 京都府 81 植村　和正 植村　澄子 京都府

70 藤井　正三 丸田　和子 大阪府 85 安田　博 井出　ひとみ 大阪府

71 金近　憲昭 三輪　はるみ 兵庫県 89 新田　常博 佐伯　カンミ 奈良県

72 平木　康友 石橋　雅美 奈良県 91 金光　一弥 金光　恵 大阪府

73 田中　康友 大下　佳乃 徳島県 99 岡田　英男 清水　弘子 兵庫県

74 潮　和男 室谷　純子 兵庫県 100 塩川　政邦 塩川　佳子 大阪府

75 田中　克尚 田中　秀子 和歌山県 101 込山　孝司 込山　絹子 滋賀県

76 林　敏雄 林　朱美 大阪府 102 犬飼　準 犬飼　廣美 大阪府

77 古川　博一 檜垣　玲子 京都府 103 飯田　国男 饗庭　恵子 滋賀県

78 山﨑　光寛 畠山　和恵 富山県 104 沖田　佳彦 沖田　園惠 東京都

79 中本　滋信 中本　こずえ 兵庫県 105 山本　喜久 山本　京子 奈良県

80 高田　波平 北山　栄子 大阪府

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

82 宮本　由紀夫 宮本　久子 大阪府 110 山田　一 大塚　智子 大阪府

106 長澤　武 長澤　寿子 大阪府 111 鶴　忠秋 下原　博子 京都府

107 丸山　一 丸山　由美子 静岡県 112 大久保　昌克 後藤　タカ子 大阪府

108 三村　三喜男 三村　政江 愛知県 113 蓮池　明 生駒　千佳子 大阪府

109 木野　博幸 奥野　典子 奈良県

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

83 松下　清一 山田　好子 静岡県 116 川村　光一 小出　幸子 大阪府

84 水野　長志郎 島　陽子 奈良県 117 西垣　昭造 橋本　誠子 大阪府

85 安田　博 井出　ひとみ 大阪府 118 柴垣　孝二 蓬田　とも子 大阪府

103 飯田　国男 饗庭　恵子 滋賀県 119 山根　茂裕 山根　和子 大阪府

107 丸山　一 丸山　由美子 静岡県 120 北浦　純一 北浦　絹代 大阪府

108 三村　三喜男 三村　政江 愛知県 121 田島　栄次 聴涛　真理 兵庫県

114 川合　三治 川合　紀美子 大阪府 122 中野　裕司 氏原　立子 徳島県

115 西岡　賢治 西岡　昌子 奈良県

シニアⅣＡ級戦スタンダード　Ｗ・F

シニアⅡＡ級戦スタンダード　W・Ｔ・Ｆ

ＪＤＳＦ　Ａ級戦ラテン　Ｓ・Ｃ・Ｒ・Ｐ・（J）

シニアⅢＡ級戦スタンダード　Ｗ・Ｔ



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

104 沖田　佳彦 沖田　園惠 東京都 134 上住　祥通 朱山　さなえ 大阪府

109 木野　博幸 奥野　典子 奈良県 135 内藤　剛 橋本　真理 大阪府

110 山田　一 大塚　智子 大阪府 136 長谷川　満明 長谷川　規子 兵庫県

111 鶴　忠秋 下原　博子 京都府 137 木村　健治 沖　るみ 大阪府

112 大久保　昌克 後藤　タカ子 大阪府 138 藤田　達巳 山本　幸江 兵庫県

113 蓮池　明 生駒　千佳子 大阪府 139 田中　宏和 山本　恵津子 大阪府

115 西岡　賢治 西岡　昌子 奈良県 140 堀江　由三 真砂　佳美 兵庫県

116 川村　光一 小出　幸子 大阪府 141 内藤　康延 磯貝　与珠美 京都府

117 西垣　昭造 橋本　誠子 大阪府 143 西村　雅英 西村　幸子 兵庫県

118 柴垣　孝二 蓬田　とも子 大阪府 144 形山　雅一 岡　敏子 京都府

119 山根　茂裕 山根　和子 大阪府 145 室塚　是智 磯井　春美 京都府

123 浅井　弘 新垣　美智子 大阪府 146 米田　敏男 川口　光子 奈良県

124 平松　登 平松　潤子 大阪府 147 高木　俊郎 谷口　佳津子 大阪府

125 大西　耕司 大西　朝子 大阪府 148 宮永　佳明 山下　知美 奈良県

126 濵　雅裕 濵　眞弓 大阪府 149 伊藤　雄一郎 德川　厚子 兵庫県

127 丸澤　巖 堀本　恵美子 京都府 150 鈴村　正彦 鈴村　睦子 滋賀県

128 藤本　正和 菊川　節子 大阪府 151 上村　卓経 大髙　陽子 京都府

129 内田　主男 鈴木　峯子 京都府 152 平田　善範 村田　りか 大阪府

130 河野　利徳 俊成　和貴子 大阪府 153 諫山　和幸 諫山　敬子 奈良県

131 酒井　新也 酒井　多津子 兵庫県 154 笹岡　千海 笹岡　麗子 大阪府

132 秋山　昌広 花園　レイ 大阪府 155 滝内　敏克 重見　文子 兵庫県

133 折戸　利樹 判　裕美子 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

86 井上　達雄 飯塚　富美恵 大阪府 152 平田　善範 村田　りか 大阪府

87 松林　勝 藤　めぐみ 滋賀県 156 川口　善達 森　美恵子 兵庫県

88 野田　正晴 高橋　奈保子 兵庫県 157 角田　善茂 浅葉　容子 大阪府

89 新田　常博 佐伯　カンミ 奈良県 158 新川　聖人 親川　未来 全日本学連

105 山本　喜久 山本　京子 奈良県 159 櫻井　健司 櫻井　恵利 奈良県

151 上村　卓経 大髙　陽子 京都府 160 宮本　慎也 宮本　真実 徳島県

ＪＤＳＦ　Ｂ級戦ラテン　Ｓ・Ｃ・Ｒ・（P)

ＪＤＳＦ B級戦スタンダード　Ｗ・Ｔ・Ｆ・（Q）



23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

120 北浦　純一 北浦　絹代 大阪府 171 二井　康雄 二井　道子 大阪府

159 櫻井　健司 櫻井　恵利 奈良県 172 木村　隆信 木村　立子 京都府

161 南埜　恒雄 豊田　清美 大阪府 173 山形　義一 山形　和美 大阪府

162 石井　博 矢野　佳津 大阪府 174 福井　一夫 福井　美代子 奈良県

163 岩崎　誠 岩崎　美代子 兵庫県 175 田口　忠昭 田口　一美 滋賀県

164 野澤　忠志 小泉　鈴子 和歌山県 176 野瀬　喜久雄 千代　和子 滋賀県

165 立岡　孝三 立岡　晴子 大阪府 177 榊原　一成 時本　寿子 兵庫県

166 合田　敏一 田中　春子 大阪府 178 川越　正煥 浅賀　宏子 大阪府

167 安田　郁夫 長山　博子 京都府 179 中西　修 南部　良子 大阪府

168 久積　寿夫 久積　美知子 奈良県 180 田澤　義輔 髙橋　要子 大阪府

169 佐藤　義人 岸田　栄子 兵庫県 181 市岡　富夫 横田　ます子 京都府

170 藤井　義宣 高橋　陽子 大阪府

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

90 小田　周二 小田　房江 大阪府 177 榊原　一成 時本　寿子 兵庫県

91 金光　一弥 金光　恵 大阪府 182 森永　巧 北川　円 京都府

153 諫山　和幸 諫山　敬子 奈良県 183 大原　敦子 辻井　ゆうこ 奈良県

154 笹岡　千海 笹岡　麗子 大阪府 184 大石　弘志 上野　みや子 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

160 宮本　慎也 宮本　真実 徳島県 187 小原　広行 山口　旬 大阪府

178 川越　正煥 浅賀　宏子 大阪府 188 五島　泰雄 松井　芳枝 兵庫県

179 中西　修 南部　良子 大阪府 189 岡山　正路 岡山　陽子 奈良県

180 田澤　義輔 髙橋　要子 大阪府 190 谷口　和男 藤原　美紀 大阪府

184 大石　弘志 上野　みや子 兵庫県 191 中村　正直 今井　千香 大阪府

185 高橋　精二 高橋　富佐子 大阪府 192 浜口　正和 浜口　洋子 大阪府

186 板東　昭典 板東　晃子 兵庫県

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

92 吉井　誠児 吉井　富士子 奈良県 184 大石　弘志 上野　みや子 兵庫県

121 田島　栄次 聴涛　真理 兵庫県 192 浜口　正和 浜口　洋子 大阪府

122 中野　裕司 氏原　立子 徳島県 193 松村　守一 金沢　由利子 大阪府

155 滝内　敏克 重見　文子 兵庫県 194 土井　宏修 土井　緑 大阪府

181 市岡　富夫 横田　ます子 京都府 195 笠置　育 三浦　光代 大阪府

ＪＤＳＦ　Ｄ級戦ラテン　Ｃ・Ｒ

ＪＤＳＦ Ｃ級戦スタンダード　Ｗ・Ｔ・（F）

ＪＤＳＦ　Ｃ級戦ラテン　（S）・Ｃ・Ｒ

ＪＤＳＦ　Ｄ級戦スタンダード　Ｗ・Ｔ



祝
第 4 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

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～

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

仮 仮
JDSF 認定ダンス教室

ＤＳジョイ・エツコ

経営指導 前田 悦子
奈良県生駒市辻町 472-12

0743-75-5259



第４回 PD 西部ブロックダンススポーツ競技会奈良県大会

大 会 役 員

大会名誉会長 福岡 憲宏（香芝市長）

大会会長     阪田 麗二

大会実行委員長 西村 増雄

大会実行副委員長 阪田 君子

総  務     白井 啓子  杉本 多美庵

チェアパーソン  阪田 麗二 （副）奥田 徹

スクルティニア  佐野 信哉

採点管理     上田 紀代子 杉本 多美庵 梶原 美由姫 高野 弘司

ステージマネージャー 伊東 勝

選手・会場    下垣 都博  奥田 徹   笠井 敏雄 堀田 隆

内田 一広

司  会     堀田 邦子  川本 裕香

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  笠井 敏雄

音  楽     白波瀬 利光 井ノ上 英之

救 護 班    竹田 真由美（看護師）

審 判 員

審判長 Ａ 岡田 大輔 （PD 西部ブロック）

Ｂ 安井 克枝 （PD 西部ブロック）

Ｃ 飯沼 佐敏 （PD 中部ブロック）

Ｄ 山崎 貴子 （PD 西部ブロック）

Ｅ 神保 秀樹 （PD 西部ブロック）

Ｆ 早﨑 正剛 （PD 西部ブロック）

Ｇ 杭田 智昭 （PD 西部ブロック）



競技結果表示

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


