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  歓迎のことば
          木々の葉も色づく時を迎え、そして、高原に 吹く爽

やかな秋色の風が、絶好のスポーツ日和を演出しておりま

す、ここ宇陀市におきまして第３７回奈良県ダンススポー

ツ競技会が盛大に開催されますことを、心からお祝い申し

上げますとともに、全国各地からお越しいただきまし                      

た１５０組３００名を超える選手の皆様並びに関係者の   

皆様、心から歓迎申し上げます。

この宇陀地域は、神武天皇建国説話の舞台として、また、飛鳥時代には、古代宮廷人

の狩場として、国の重要な場所であったことが、１３００年前の古事記や日本書紀に書

かれています。その後も、県内屈指の城下町として繁栄するなど、度々歴史の舞台に登

場し、今もゆかりの地名・伝承が残っています。

また、四季折々に季節の移り変わりを感じていただける美しい風景があります。どう

ぞ、この機会に、本市の自然や歴史・文化に少しでも触れていただきたい。そんな思い

から、今回は、大会冊子で平安時代から現代まで受け継がれてきた秋の宇陀市を代表す

る「うたの秋祭り」をご紹介させていただきました。

結びに、本大会のご成功をご祈念申し上げますとともに、併せて奈良県ダンススポー

ツ連盟の益々のご発展と、参加される皆様並びに関係各位のご健勝を心からお祈り申し

上げまして、歓迎のことばといたします。

≪うたの秋祭り≫   

平安時代より続くこのお祭りは、年に一度、  

宇太水分神社（うだみくまりじんじゃ）の男

神である速秋津彦命（はやつあきつひこのみ

こと）に逢うため、惣社水分神社（そうじゃ

みくまりじんじゃ）の女神である速秋津姫命

（はやつあきつひめのみこと）が神輿に乗り、

毛槍・花籠・神輿太鼓などを従えて、往復約

１２㎞の道のりをやってくる。これをお渡り

（神輿渡御祭）と言い、全国でも珍しいロマ

ンチックな祭礼です。

また、この神輿をお迎えするために重さ１トンを越える六基の太鼓台が菟田野各地域より境

内に繰り込んで「チョーサヤ」の掛け声で境内を練り回す、その勇壮さは迫力満点です。

日  時  平成２６年１０月１９日（日）

場  所  宇陀市菟田野地域 主会場（宇陀市菟田野古市場 宇太水分神社）

交  通  近鉄榛原駅より奈良交通バス菟田野行き古市場水分神社前下車(所要 20 分)

  臨時駐車場 菟田野運動場（健民運動場）

  問い合せ先 宇陀市商工観光課 電話：０７４５－８２―２４５７

宇陀市長 竹内幹郎









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 明正　和夫      明正　房江      奈良県                  　 5 徳田　俊介      藤田　由里佳    大阪府                  　

2 溝口　元之      溝口　雅子      奈良県                  　 6 阿子田　佳典    阿子田　光子    愛知県                  　

3 堀田　隆        堀田　邦子      奈良県                  　 7 井川　孝行      井川　雅代      大阪府                  　

4 下垣　都博      小野村　順子    奈良県                  　 　

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 徳田　俊介      藤田　由里佳    大阪府                  　 8 内田　一広      西杉　都        奈良県                  　

6 阿子田　佳典    阿子田　光子    愛知県                  　 9 堀　秀彦        小川　峰子      奈良県                  　

7 井川　孝行      井川　雅代      大阪府                  　 　

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 東口　勲        山本　貴久子    奈良県                  30 髙力　正義      髙力　博子      京都府                  

11 荒木　隆雄      荒木　けい子    愛知県                  31 小林　健一      小林　由紀子    滋賀県                  

12 木原　等        吉川　信子      大阪府                  32 高木　恭介      聴涛　真理      大阪府                  

13 尾形　保男      尾形　美栄      大阪府                  33 小野　象博      山口　美佐子    大阪府                  

14 岡部　建一      桝本　町子      滋賀県                  34 高田　実        青木　園枝      滋賀県                  

15 吉田　勉        吉田　ひろ子    滋賀県                  35 黒澤　克巳      黒澤　直子      兵庫県                  

16 京　文宗        中嶋　三芳子    大阪府                  36 中谷　勝彦      中谷　昌代      京都府                  

17 小野　裕        西村　京子      大阪府                  37 福井　信一      村瀬　和江      京都府                  

18 竹光　眞佐人    尾原　牧代      和歌山県                38 村田　廣司      塩屋　郁代      大阪府                  

19 渡辺　高夫      渡辺　尚美      愛知県                  39 西河　健        日野　光江      滋賀県                  

20 鈴木　智        鈴木　千鶴      愛知県                  40 大下　静男      植田　幸世      兵庫県                  

21 國本　清        鍬田　美和子    京都府                  41 野村　孝        柴田　久美子    京都府                  

22 荒川　卓三      荒川　澄子      大阪府                  42 角田　善茂      浅葉　容子      大阪府                  

23 嶌岡　勲        木下　喜美代    奈良県                  43 櫻田　りく      親川　未来      大阪府                  

24 八木　勝美      中山　爽羽      大阪府                  44 鳥屋尾　三郎    鳥屋尾 千代子  大阪府                  

25 植田　寿彦      宮崎　順子      大阪府                  45 中重　春雄      築山　玲子      奈良県                  

26 江口　秀幸      江口　早苗      京都府                  46 後藤　監治      堀口　千晶      兵庫県                  

27 高田　波平      北山　栄子      大阪府                  47 平木　康友      藤田　美栄子    京都府                  

28 長瀬　義孝      植松　真佐子    大阪府                  48 小林　良平      谷垣　民子      大阪府                  

29 佐々木　正次    佐々木　清子    大阪府                  49 向　精三        清水　美都子    京都府                  

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 吉田　武司      吉田　奈津子    大阪府                  58 榮　誠治        松永　桂子      大阪府                  

53 木村　実        栗林　ちあき    奈良県                  59 仁江　光生      重見　文子      奈良県                  

54 渡辺　一宏      渡辺　みどり    大阪府                  60 松原　清        巴　真知子      大阪府                  

55 河合　一        宮部　佳子      岐阜県                  61 帖地　忠義      井澤　昌子      鹿児島県                

56 矢野　勝民      金子　宣子      兵庫県                  62 勝部　守        勝部　千佳子    大阪府                  

57 朝日　純一      山口　早苗      滋賀県                  63 松下　清一      永田　三枝      静岡県                  

総出場組数：160組（延べ245組）出　場　者　名　簿

シニアⅡＡ級戦スタンダード（WTVF）　【MAＳ】

シニアⅡＢ級戦スタンダード（WTF）　【MBS】

Ｂ級戦スタンダード（WTFQ）　【JBS】

Ｃ級戦スタンダード１（WTF）　【JCS1】



64 花岡　正廣      上田　佳子      奈良県                  88 小川　政義      小川　初枝      京都府                  

65 加来　保        加来　和子      滋賀県                  89 平井　尚        平井　朝日      和歌山県                

66 一柳　正人      吉田　美代      三重県                  90 中井　雅則      米澤　吉子      大阪府                  

67 久積　寿夫      久積　美知子    奈良県                  91 豊見里　正      浦垣　章子      兵庫県                  

68 福井　一夫      福井　美代子    奈良県                  92 宮澤　一郎      古川　直美      滋賀県                  

69 田辺　伸親      田辺　栄子      三重県                  93 西本　吉男      和田　澄子      京都府                  

70 野口　修司      北野　裕子      大阪府                  94 渡邊　正樹      渡邊　照代      京都府                  

71 澤田　章        山口　絹代      大阪府                  95 中村　正樹      前門　静子      大阪府                  

72 鈴木　昭        山本　多恵子    大阪府                  96 惣野　梅男      中井　啓子      大阪府                  

73 今里　清幸      山田　静代      大阪府                  97 大河原　敏朗    小菅　睦        静岡県                  

74 原　秀生        原　啓子        兵庫県                  98 森井　英実      橋辺　昌子      滋賀県                  

75 萩原　一輝      南　須美子      奈良県                  99 古塚　正覚      古塚　彰子      愛知県                  

76 空木　光治      空木　清美      京都府                  100 吉村　寛        本田　美和子    大阪府                  

77 岩出　繁        笹原　洋子      大阪府                  101 西村　雅英      西村　幸子      兵庫県                  

78 佐々木　征三    佐々木　絢子    大阪府                  102 石田　博美      石田　由紀江    大阪府                  

79 波多　勝之      越川　美樹子    大阪府                  103 渡部　洋        渡部　奈津子    大阪府                  

80 川合　三治      川合　紀美子    大阪府                  104 原田　光男      西　智枝子      大阪府                  

81 亀山　昌雄      井上　静代      奈良県                  105 交川　廣文      田路　育子      大阪府                  

82 野瀬　喜久雄    千代　和子      滋賀県                  106 岩淵　春美      前田　みさお    京都府                  

83 藤田　博己      木村　泉        兵庫県                  107 村田　豊秋      南部　良子      大阪府                  

84 西田　眞一      川上　桃司子    和歌山県                108 小西　憲三      小西　和子      奈良県                  

85 北羅　千昌      堀田　郷子      大阪府                  109 高谷　明男      西川　啓子      奈良県                  

86 滝本　重信      水野　まゆみ    兵庫県                  110 氏田　勇        伊勢　喜美恵    奈良県                  

87 辻田　行雄      田中　ようこ    大阪府                  111 野々口　隆      野々口 美佐子  奈良県                  

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

47 平木　康友      藤田　美栄子    京都府                  90 中井　雅則      米澤　吉子      大阪府                  

73 今里　清幸      山田　静代      大阪府                  91 豊見里　正      浦垣　章子      兵庫県                  

74 原　秀生        原　啓子        兵庫県                  92 宮澤　一郎      古川　直美      滋賀県                  

75 萩原　一輝      南　須美子      奈良県                  93 西本　吉男      和田　澄子      京都府                  

76 空木　光治      空木　清美      京都府                  94 渡邊　正樹      渡邊　照代      京都府                  

77 岩出　繁        笹原　洋子      大阪府                  95 中村　正樹      前門　静子      大阪府                  

78 佐々木　征三    佐々木　絢子    大阪府                  96 惣野　梅男      中井　啓子      大阪府                  

79 波多　勝之      越川　美樹子    大阪府                  97 大河原　敏朗    小菅　睦        静岡県                  

80 川合　三治      川合　紀美子    大阪府                  98 森井　英実      橋辺　昌子      滋賀県                  

81 亀山　昌雄      井上　静代      奈良県                  99 古塚　正覚      古塚　彰子      愛知県                  

82 野瀬　喜久雄    千代　和子      滋賀県                  101 西村　雅英      西村　幸子      兵庫県                  

83 藤田　博己      木村　泉        兵庫県                  102 石田　博美      石田　由紀江    大阪府                  

84 西田　眞一      川上　桃司子    和歌山県                103 渡部　洋        渡部　奈津子    大阪府                  

85 北羅　千昌      堀田　郷子      大阪府                  106 岩淵　春美      前田　みさお    京都府                  

86 滝本　重信      水野　まゆみ    兵庫県                  107 村田　豊秋      南部　良子      大阪府                  

87 辻田　行雄      田中　ようこ    大阪府                  111 野々口　隆      野々口 美佐子  奈良県                  

88 小川　政義      小川　初枝      京都府                  112 岸上　秀雄      鈴木　弘子      大阪府                  

89 平井　尚        平井　朝日      和歌山県                113 松嶋　平吉      松嶋　菜々子    愛知県                  

Ｃ級戦スタンダード１（WTF）　【JCS1】

Ｃ級戦スタンダード２（WTQ）　【JCS2】



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 原田　光男      西　智枝子      大阪府                  133 畠田　敏幸      畠田　純子      大阪府                  

116 野田　幸平      植村　照子      大阪府                  134 西原　悟        枝元　勝美      大阪府                  

117 大崎　巌        中村　小夜子    和歌山県                135 森　幸人        中山　夢都子    大阪府                  

118 諫山　和幸      諫山　敬子      大阪府                  136 赤塚　修三      赤塚　桝子      和歌山県                

119 平尾　明        内藤　澄        奈良県                  137 中尾　茂樹      三宅　マリ子    和歌山県                

120 加藤　康博      加藤　泰子      滋賀県                  138 江守　宣康      岩崎　すま子    滋賀県                  

121 岡山　正路      岡山　陽子      大阪府                  139 佃　良彦        松永　由紀子    大阪府                  

122 桝田　幸吉      三木　精子      奈良県                  140 山形　義一      山形　和美      大阪府                  

123 平松　登        平松　潤子      大阪府                  141 清水　孝司      清水　英子      大阪府                  

124 宮崎　勇雄      宮崎　礼子      大阪府                  142 中西　伸一      中西　久留美    大阪府                  

125 小山　穰        小山　雅子      奈良県                  143 岡元　孝一      下山　久子      大阪府                  

126 清水　曻        森脇　ミヨ子    大阪府                  144 浜口　正和      浜口　洋子      大阪府                  

127 阪井　満        仙頭　敬子      大阪府                  145 森　拓哉        島田　邦子      兵庫県                  

128 宇野　満男      中辻　キミエ    京都府                  146 岡本　勝        和田　千恵子    大阪府                  

129 上谷　時央      岡村　政子      大阪府                  147 岩佐　善雄      足立　美栄      大阪府                  

130 玻名城　一夫    田中　涼子      大阪府                  148 西出　昭久      陳　聖恵        奈良県                  

131 相馬　勲        細山　しとみ    大阪府                  149 岸野　清        奥村　幸江      大阪府                  

132 鷲尾　康行      鷲尾　美佐子    奈良県                  157 福森　章夫      福森　淳子      大阪府                  

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

151 西原　哲雄      竹本　光代      奈良県                  155 今本　年昭      奥中　仁子      大阪府                  

152 井出　進        谷口　佳津子    大阪府                  156 平井　榮一      川東　千絵子    滋賀県                  

153 杉原　盾夫      福本　知津      和歌山県                158 髙田　弘        髙田　忠子      和歌山県                

154 谷脇　弘一      谷脇　容子      京都府                  159 中岡　昇        岡田　芙美子    和歌山県                

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

148 西出　昭久      陳　聖恵        奈良県                  155 今本　年昭      奥中　仁子      大阪府                  

152 井出　進        谷口　佳津子    大阪府                  156 平井　榮一      川東　千絵子    滋賀県                  

153 杉原　盾夫      福本　知津      和歌山県                158 髙田　弘        髙田　忠子      和歌山県                

154 谷脇　弘一      谷脇　容子      京都府                  159 中岡　昇        岡田　芙美子    和歌山県                

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

108 小西　憲三      小西　和子      奈良県                  110 氏田　勇        伊勢　喜美恵    奈良県                  

109 高谷　明男      西川　啓子      奈良県                  111 野々口　隆      野々口 美佐子  奈良県                  

Ｄ級戦スタンダード（WT）　【ＪＤＳ】

ノービス戦スタンダード２（T）　【ＪNS２】

県スポレク祭クラス限定戦スタンダード（WＴＦ)　【FＳS】

ノービス戦スタンダード１（W）　【ＪNS1】



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 内田　一広      西杉　都        奈良県                  　 42 角田　善茂      浅葉　容子      大阪府                  　

9 堀　秀彦        小川　峰子      奈良県                  　 43 櫻田　りく      親川　未来      大阪府                  　

39 西河　健        日野　光江      滋賀県                  　 50 矢部　俊明      矢部　直子      岡山県                  　

40 大下　静男      植田　幸世      兵庫県                  　 51 李　澄昊        今泉　純        奈良県                  　

41 野村　孝        柴田　久美子    京都府                  　

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

7 井川　孝行      井川　雅代      大阪府                  　 102 石田　博美      石田　由紀江    大阪府                  　

44 鳥屋尾　三郎    鳥屋尾 千代子  大阪府                  　 103 渡部　洋        渡部　奈津子    大阪府                  　

45 中重　春雄      築山　玲子      奈良県                  　 114 猿橋　剛        関谷　妃美栄    大阪府                  　

46 後藤　監治      堀口　千晶      兵庫県                  　 115 坊　正信        糸原　初枝      大阪府                  　

100 吉村　寛        本田　美和子    大阪府                  　 116 野田　幸平      植村　照子      大阪府                  　

101 西村　雅英      西村　幸子      兵庫県                  　 　

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

47 平木　康友      藤田　美栄子    京都府                  　 145 森　拓哉        島田　邦子      兵庫県                  　

105 交川　廣文      田路　育子      大阪府                  　 146 岡本　勝        和田　千恵子    大阪府                  　

113 松嶋　平吉      松嶋　菜々子    愛知県                  　 147 岩佐　善雄      足立　美栄      大阪府                  　

143 岡元　孝一      下山　久子      大阪府                  　 150 石橋　光宏      石橋　雅美      奈良県                  　

144 浜口　正和      浜口　洋子      大阪府                  　 　

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

48 小林　良平      谷垣　民子      大阪府                  　 107 村田　豊秋      南部　良子      大阪府                  　

49 向　精三        清水　美都子    京都府                  　 149 岸野　清        奥村　幸江      大阪府                  　

106 岩淵　春美      前田　みさお    京都府                  　 160 吉村　たくみ    伊藤　基子      滋賀県                  　

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

48 小林　良平      谷垣　民子      大阪府                  　 107 村田　豊秋      南部　良子      大阪府                  　

49 向　精三        清水　美都子    京都府                  　 149 岸野　清        奥村　幸江      大阪府                  　

106 岩淵　春美      前田　みさお    京都府                  　 160 吉村　たくみ    伊藤　基子      滋賀県                  　

ノービス戦ラテン２（Ｒ）　【ＪNＬ２】

Ｄ級戦ラテン（CR）　【ＪＤＬ】

ノービス戦ラテン１（Ｃ）　【ＪNＬ1】

Ｂ級戦ラテン（SCRP)　【ＪＢＬ】

Ｃ級戦ラテン（SCR）　【ＪＣＬ】



ダンススポーツとは
社交ダンスをより発展させ、スポーツとしての活動性、規則性を高めた競技スポーツです。健康と生き甲

斐を目指す生涯スポーツとしての側面も併せ持っています。快い音楽に乗ってカップルが演技する姿は実

に美しく華やかなものではありませんか。

奈良県ダンススポーツ連盟（略称JDSF奈良）

奈良県で唯一のアマチュアのダンススポーツ団体で、公益社団法人日本ダンススポーツ連盟（JDSF）に

所属し、奈良県体育協会にも加盟しています。ダンススポーツの競技会、各種講習会、ダンスパーティー

など、会員からサークルのダンス愛好家に至るまでを対象に、技術の向上、相互の親睦などを図るべく、

楽しく幅広い活動に努めています。

公民館からオリンピックへ
JDSFは国際的な上部団体である世界ダンススポーツ連盟（WDSF）に加盟し、それぞれオリンピック関

係の団体であるJOC、IOCに加入を認められ、オリンピック参加を目指して活動しています。

野球、ソフトボール、そしてレスリングまでもが復活を目指さなくてはならない厳しい状況の中ではあり

ますが。

ダンススポーツ競技会
JDSFや各県のダンススポーツ連盟が主催してダンススポーツ競技会が各地で開催されます。

三笠宮様の御名を戴くJDSF本部主催の東京での「三笠宮杯」は、その中の頂点とも言える競技会です。

競技種目
競技会で行われるのは次の１０種目のダンスです。（ ）内は略称。

スタンダード（S)：ワルツ（W）、タンゴ（T）、ヴィエニーズワルツ（V）、

スローフォックストロット（F）、クイックステップ（Q）

ラテン（L） ：サンバ（S）、チャチャチャ（C）、ルンバ（R）、パソドブレ（P）、ジャイヴ（J）

DSCJ（日本ダンススポーツカウンシル）全日本統一級

JDSFとプロ２団体（JDC,JPBDA）で構成する会議（DSCJ）で統一された級で、上位から順に、Ａ,

Ｂ,C,Ｄ,１,２,３,４,５,６級などとなっています。競技会に出場する選手はJDSFに入会してDSCJ選手登録

をし、自己の保持する級またはそれより上位級の競技に出場することが出来ます（女性はどの級でも出場

可）。競技会の成績によって上位の級に昇級して行きます。

まだ選手登録をしていない人や、入会していない初心者は、６級戦またはノービス戦から始めることにな

ります。

ノービス戦
ノービス戦はDSCJの公認競技で、上位入賞すれば、D級に昇級できます。１級以下のDSCJ登録選

手もしくは選手登録をしていない人が出場できます。

わかくさ戦
初心者や、ペアを組む男性がまだ決まらないけれど、一度競技会を経験してみようかと言う女性同士

の組でも自由に参加できるようにと、JDSF奈良が独自に設けた非公式の競技です。選手登録のない

方が対象で、ステップや服装の制限は一切なく、種目も気軽に参加できるものになっています。

サークルで練習しておられる皆さん、どうぞ気軽に参加してみませんか。

選手の年齢
出場選手の年齢は上も下も一切制限は設けていません。自由なのです。

ですから、ジュニアの小さい選手が成人に混じって踊るシーンも見られます。

ただし、シニアⅠ～Ⅲのように、年齢による競技区分は有ります。シニアⅡは男女の一方が４５歳以上で

他方が４０歳以上が出場できるクラスです。
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【

【

【

【

【

【

【

■

■

本競技会で適用する服装

【スタンダード

① 黒又は紺

② 黒又は紺の燕尾服。

【スタンダード

ドレスのカットについては右図参照。

ＩＡ：肌色を除く不透明な素材で被覆されなければならない身体部分。

ＳＡ：被覆されなければならない最小範囲。

ＰＬ：パンティーの下部のラインの上限、ヒップのふくらみ全体を被覆。

ＨＬ：パンティーのトップラインの

デコレーション可。

任意の色。

【ラテン男性】

肌色を除く任意の色のズボン。

ースリーブのシャツやトップは不可。

の中心。

タイ、蝶タイ、スカーフは自由選択可。

ければならない。

【ラテン女性】

ドレスのカットについては、右図参照

ＩＡ：肌色を除く不透明な素材で被覆されなければならない身体部分。

ＰＬ：パンティーの下部のラインの上限、ヒップのふくらみ全体を被覆。

ＨＬ：パンティーのトップラインの

ハイカットパンティ、Ｔバックショーツ、ヒップライン以下のカットは不可。

立った時の姿で、パンティ

ならない。

ツーピス使用の場合には、トップはブラジャーであってはならない。

間隔は５センチ以下。

多色も可。

【スタンダード男性

上着（タキシードも可）またはベストを着用する。

【スタンダード女性

スカート丈の短い箇所については、膝中心より２０

とする。

【ラテン男性】

黒または紺の上着（タキシードも可）・ベストを着用してもしなくてもよい。

【ラテン女性】

スカート丈の短い箇所については、膝中心より２０

とする。

肌色のシースルーまたは

■ 平服

■ WDSF 規程

本競技会で適用する服装

スタンダード男性】 下記①又は②

黒又は紺のジャケットスーツ

黒又は紺の燕尾服。

スタンダード女性】 競技用ドレス

ドレスのカットについては右図参照。

ＩＡ：肌色を除く不透明な素材で被覆されなければならない身体部分。

ＳＡ：被覆されなければならない最小範囲。

ＰＬ：パンティーの下部のラインの上限、ヒップのふくらみ全体を被覆。

ＨＬ：パンティーのトップラインの

デコレーション可。 ツーピースドレスは不可。

任意の色。 多色も可。

男性】 ラテンウエア

肌色を除く任意の色のズボン。

ースリーブのシャツやトップは不可。

ズボンと同色のベスト、ジャケット、ボレロジャケットは自由選択可。

タイ、蝶タイ、スカーフは自由選択可。

ければならない。 同色異素材の組合せ可。

女性】 競技用ドレス

ドレスのカットについては、右図参照

ＩＡ：肌色を除く不透明な素材で被覆されなければならない身体部分。

ＰＬ：パンティーの下部のラインの上限、ヒップのふくらみ全体を被覆。

ＨＬ：パンティーのトップラインの

ハイカットパンティ、Ｔバックショーツ、ヒップライン以下のカットは不可。

立った時の姿で、パンティ

ならない。 踊っているときでも、パンティ

ツーピス使用の場合には、トップはブラジャーであってはならない。

間隔は５センチ以下。

多色も可。 胸部および腰部は不透明の素材で覆われていること。

スタンダード男性】 白ワイシャツにタイを着用

上着（タキシードも可）またはベストを着用する。

スタンダード女性】 ワンピース、またはブラウスにスカート

スカート丈の短い箇所については、膝中心より２０

スラックス・スパッツ等のパンツ類は不可

】 白ワイシャツにタイを着用

黒または紺の上着（タキシードも可）・ベストを着用してもしなくてもよい。

】 ワンピース、またはブラウスにスカート

スカート丈の短い箇所については、膝中心より２０

スラックス・スパッツ

色のシースルーまたは

規程（正装

本競技会で適用する服装規程について説明します。

下記①又は②

のジャケットスーツ。

黒又は紺の燕尾服。 白ウエストコート。

競技用ドレス

ドレスのカットについては右図参照。

ＩＡ：肌色を除く不透明な素材で被覆されなければならない身体部分。

ＳＡ：被覆されなければならない最小範囲。

ＰＬ：パンティーの下部のラインの上限、ヒップのふくらみ全体を被覆。

ＨＬ：パンティーのトップラインの

ツーピースドレスは不可。

多色も可。

ラテンウエア

肌色を除く任意の色のズボン。 シースルーは不可。

ースリーブのシャツやトップは不可。

ズボンと同色のベスト、ジャケット、ボレロジャケットは自由選択可。

タイ、蝶タイ、スカーフは自由選択可。

同色異素材の組合せ可。

競技用ドレス

ドレスのカットについては、右図参照

ＩＡ：肌色を除く不透明な素材で被覆されなければならない身体部分。

ＰＬ：パンティーの下部のラインの上限、ヒップのふくらみ全体を被覆。

ＨＬ：パンティーのトップラインの

ハイカットパンティ、Ｔバックショーツ、ヒップライン以下のカットは不可。

立った時の姿で、パンティーは完全にスカート等で覆われていなければ

踊っているときでも、パンティ

ツーピス使用の場合には、トップはブラジャーであってはならない。

間隔は５センチ以下。 体側面のヒップラインとパンティーラインの幅は５センチ以上。

胸部および腰部は不透明の素材で覆われていること。

白ワイシャツにタイを着用

上着（タキシードも可）またはベストを着用する。

ワンピース、またはブラウスにスカート

スカート丈の短い箇所については、膝中心より２０

スラックス・スパッツ等のパンツ類は不可

白ワイシャツにタイを着用

黒または紺の上着（タキシードも可）・ベストを着用してもしなくてもよい。

ワンピース、またはブラウスにスカート

スカート丈の短い箇所については、膝中心より２０

スラックス・スパッツ等のパンツ類は不可。

色のシースルーまたは肌色のネットは不可。

正装）

服装規程について
について説明します。

。白シャツ。

白ウエストコート。

ドレスのカットについては右図参照。

ＩＡ：肌色を除く不透明な素材で被覆されなければならない身体部分。

ＳＡ：被覆されなければならない最小範囲。

ＰＬ：パンティーの下部のラインの上限、ヒップのふくらみ全体を被覆。

ＨＬ：パンティーのトップラインの最低限度。

ツーピースドレスは不可。

シースルーは不可。

ースリーブのシャツやトップは不可。 シャツの開胸部位置はベルト・バックルの中心

ズボンと同色のベスト、ジャケット、ボレロジャケットは自由選択可。

タイ、蝶タイ、スカーフは自由選択可。 スカーフ使用の場合は結ばれて、またシャツの中に指し込まれな

同色異素材の組合せ可。

ドレスのカットについては、右図参照のこと。

ＩＡ：肌色を除く不透明な素材で被覆されなければならない身体部分。

ＰＬ：パンティーの下部のラインの上限、ヒップのふくらみ全体を被覆。

ＨＬ：パンティーのトップラインの最低限度。

ハイカットパンティ、Ｔバックショーツ、ヒップライン以下のカットは不可。

は完全にスカート等で覆われていなければ

踊っているときでも、パンティーはできるだけ隠れていることが望ましい。

ツーピス使用の場合には、トップはブラジャーであってはならない。

体側面のヒップラインとパンティーラインの幅は５センチ以上。

胸部および腰部は不透明の素材で覆われていること。

白ワイシャツにタイを着用

上着（タキシードも可）またはベストを着用する。

ワンピース、またはブラウスにスカート

スカート丈の短い箇所については、膝中心より２０

スラックス・スパッツ等のパンツ類は不可

白ワイシャツにタイを着用

黒または紺の上着（タキシードも可）・ベストを着用してもしなくてもよい。

ワンピース、またはブラウスにスカート

スカート丈の短い箇所については、膝中心より２０

等のパンツ類は不可。

色のネットは不可。

服装規程について
について説明します。

黒か紺のネクタイ又は白蝶ネクタイ。

白燕尾服用シャツ。

ＩＡ：肌色を除く不透明な素材で被覆されなければならない身体部分。

ＳＡ：被覆されなければならない最小範囲。 シースルー可。

ＰＬ：パンティーの下部のラインの上限、ヒップのふくらみ全体を被覆。

。 腰骨の最上部。

ツーピースドレスは不可。 膝より下部でのスリットは可。

シースルーは不可。 シャツ及びトップはいずれの色も可、多色も可。

シャツの開胸部位置はベルト・バックルの中心

ズボンと同色のベスト、ジャケット、ボレロジャケットは自由選択可。

スカーフ使用の場合は結ばれて、またシャツの中に指し込まれな

スパンコール状にしたものや金属素材は不可。

ＩＡ：肌色を除く不透明な素材で被覆されなければならない身体部分。

ＰＬ：パンティーの下部のラインの上限、ヒップのふくらみ全体を被覆。

。 腰骨の最上部。

ハイカットパンティ、Ｔバックショーツ、ヒップライン以下のカットは不可。

は完全にスカート等で覆われていなければ

はできるだけ隠れていることが望ましい。

ツーピス使用の場合には、トップはブラジャーであってはならない。

体側面のヒップラインとパンティーラインの幅は５センチ以上。

胸部および腰部は不透明の素材で覆われていること。

上着（タキシードも可）またはベストを着用する。 色は黒または紺。

ワンピース、またはブラウスにスカート

スカート丈の短い箇所については、膝中心より２０cm までとする。

スラックス・スパッツ等のパンツ類は不可

黒または紺の上着（タキシードも可）・ベストを着用してもしなくてもよい。

ワンピース、またはブラウスにスカート

スカート丈の短い箇所については、膝中心より２０cm までとする。

等のパンツ類は不可。 スカートの下に同色のアンダーウエアを着用する。

色のネットは不可。

服装規程について

黒か紺のネクタイ又は白蝶ネクタイ。

白燕尾服用シャツ。 白蝶ネクタイ。

ＩＡ：肌色を除く不透明な素材で被覆されなければならない身体部分。

シースルー可。

ＰＬ：パンティーの下部のラインの上限、ヒップのふくらみ全体を被覆。

腰骨の最上部。

より下部でのスリットは可。

シャツ及びトップはいずれの色も可、多色も可。

シャツの開胸部位置はベルト・バックルの中心

ズボンと同色のベスト、ジャケット、ボレロジャケットは自由選択可。

スカーフ使用の場合は結ばれて、またシャツの中に指し込まれな

スパンコール状にしたものや金属素材は不可。

ＩＡ：肌色を除く不透明な素材で被覆されなければならない身体部分。

ＰＬ：パンティーの下部のラインの上限、ヒップのふくらみ全体を被覆。

腰骨の最上部。

ハイカットパンティ、Ｔバックショーツ、ヒップライン以下のカットは不可。

は完全にスカート等で覆われていなければ

はできるだけ隠れていることが望ましい。

ツーピス使用の場合には、トップはブラジャーであってはならない。 ビキニ不可。

体側面のヒップラインとパンティーラインの幅は５センチ以上。

胸部および腰部は不透明の素材で覆われていること。 肌色のパンティーは不可。

色は黒または紺。

までとする。 また長い箇所は、床面より２５

黒または紺の上着（タキシードも可）・ベストを着用してもしなくてもよい。

までとする。 また長い箇所は、床面より２５

スカートの下に同色のアンダーウエアを着用する。

黒か紺のネクタイ又は白蝶ネクタイ。

白蝶ネクタイ。

ＩＡ：肌色を除く不透明な素材で被覆されなければならない身体部分。

ＰＬ：パンティーの下部のラインの上限、ヒップのふくらみ全体を被覆。

より下部でのスリットは可。

シャツ及びトップはいずれの色も可、多色も可。

シャツの開胸部位置はベルト・バックルの中心

ズボンと同色のベスト、ジャケット、ボレロジャケットは自由選択可。 ズボンやトップとマッチした

スカーフ使用の場合は結ばれて、またシャツの中に指し込まれな

スパンコール状にしたものや金属素材は不可。

ＩＡ：肌色を除く不透明な素材で被覆されなければならない身体部分。

ＰＬ：パンティーの下部のラインの上限、ヒップのふくらみ全体を被覆。

ハイカットパンティ、Ｔバックショーツ、ヒップライン以下のカットは不可。

は完全にスカート等で覆われていなければ

はできるだけ隠れていることが望ましい。

ビキニ不可。

体側面のヒップラインとパンティーラインの幅は５センチ以上。

肌色のパンティーは不可。

また長い箇所は、床面より２５

黒または紺の上着（タキシードも可）・ベストを着用してもしなくてもよい。 サッシュベルト類は不可

また長い箇所は、床面より２５

スカートの下に同色のアンダーウエアを着用する。

黒か紺のネクタイ又は白蝶ネクタイ。

白蝶ネクタイ。

シャツ及びトップはいずれの色も可、多色も可。

シャツの開胸部位置はベルト・バックルの中心、又はズボンの上縁

ズボンやトップとマッチした

スカーフ使用の場合は結ばれて、またシャツの中に指し込まれな

スパンコール状にしたものや金属素材は不可。

はできるだけ隠れていることが望ましい。 スラックス可。

ビキニ不可。 左右のブラ・カップの

体側面のヒップラインとパンティーラインの幅は５センチ以上。 色は任意の色。

肌色のパンティーは不可。

また長い箇所は、床面より２５

サッシュベルト類は不可

また長い箇所は、床面より２５

スカートの下に同色のアンダーウエアを着用する。

シャツ及びトップはいずれの色も可、多色も可。 ノ

又はズボンの上縁

ズボンやトップとマッチした

スカーフ使用の場合は結ばれて、またシャツの中に指し込まれな

スパンコール状にしたものや金属素材は不可。

スラックス可。

左右のブラ・カップの

色は任意の色。

肌色のパンティーは不可。

また長い箇所は、床面より２５cm 以上

サッシュベルト類は不可

また長い箇所は、床面より２５cm 以上

スカートの下に同色のアンダーウエアを着用する。

ノ

又はズボンの上縁

ズボンやトップとマッチした

スカーフ使用の場合は結ばれて、またシャツの中に指し込まれな

以上

以上

スカートの下に同色のアンダーウエアを着用する。



奈良県ダンススポーツ連盟では、皆様に喜んでいただくために、

年１回の大ダンスパーティーおよび年２回の中ダンスパーティー、

年２回の競技会、年２回の講習会などを開催しています。

2013/9/23

第 35 回競技会

2013/10/6

都道府県対抗戦

2013/10/14

オータムダンスパーティー

2013/12/1

公認指導員研修会

2014/1/19

新春大ダンスパーティー

2014/5/18

第３６回競技会

2014/6/29

サマーダンスパーティー
2014/8/23

スタンダード講習会



  

当日、

当日新規に入会申込される方、および過去１年間に新規

に入会された方には、上級競技選手がお相手する新入会

員

影し

に無料でお送り致します。

し再入会された方

奈良県ダンススポーツ連盟
連盟のホームページやチラシや

日時：２０

場所：王寺町地域交流センター

会費：

  

○ フリーダンスタイム（競技選手

○ ミニデモ（

○ 新入会員のミニデモ（競技選手がお相手、ビデオ撮影しＤＶＤに収録してプレゼント）

○ パートナーチェンジ

○ コンペスタイルデモ（競技選手による競技会スタイルのデモ）

○ 相手選びのミニデモ

○ お年玉付きゲーム

奈良県ダンススポーツ連盟ホームページ

◎ ダンスパーティー、講習会、競技会などの

◎ これまでの活動を

◎ 奈良県連盟の規約、事業計画・報告のページや、役員紹介のページもあります。

◎ 各種申請書類がダウンロードできます。

◎ 競技会日程

◎ 奈良県ダンススポーツ連盟主催の競技会の出場申込みが、ネットからできます。

◎ リーダー・パートナー募集コーナーを設けています。

◎ 奈良県内のパーティー情報へのリンクがあります。

これからも、みなさまのお役に立つホームページを目指していきたいと思います。

当日、2015年度入会申し込みの受付をいたします。

当日新規に入会申込される方、および過去１年間に新規

に入会された方には、上級競技選手がお相手する新入会

員ミニデモへの

影して DVD
に無料でお送り致します。

し再入会された方

奈良県ダンススポーツ連盟
連盟のホームページやチラシや

２０１５年 1
王寺町地域交流センター

前売券２０００円

当日券２５００円（

フリーダンスタイム（競技選手

ミニデモ（ 受付時に参加申込、

新入会員のミニデモ（競技選手がお相手、ビデオ撮影しＤＶＤに収録してプレゼント）

パートナーチェンジ

コンペスタイルデモ（競技選手による競技会スタイルのデモ）

相手選びのミニデモ

お年玉付きゲーム

奈良県ダンススポーツ連盟ホームページ

ダンスパーティー、講習会、競技会などの

これまでの活動を

奈良県連盟の規約、事業計画・報告のページや、役員紹介のページもあります。

各種申請書類がダウンロードできます。

競技会日程

奈良県ダンススポーツ連盟主催の競技会の出場申込みが、ネットからできます。

リーダー・パートナー募集コーナーを設けています。

奈良県内のパーティー情報へのリンクがあります。

これからも、みなさまのお役に立つホームページを目指していきたいと思います。

年度入会申し込みの受付をいたします。

当日新規に入会申込される方、および過去１年間に新規

に入会された方には、上級競技選手がお相手する新入会

への参加の特典があり、ミニデモをビデオ撮

DVD を作成し、

に無料でお送り致します。

し再入会された方は対象外です。

奈良県ダンススポーツ連盟
連盟のホームページやチラシや

1月２５日（日）

王寺町地域交流センター

２０００円（

当日券２５００円（

フリーダンスタイム（競技選手

受付時に参加申込、

新入会員のミニデモ（競技選手がお相手、ビデオ撮影しＤＶＤに収録してプレゼント）

パートナーチェンジ

コンペスタイルデモ（競技選手による競技会スタイルのデモ）

相手選びのミニデモ

お年玉付きゲーム

奈良県ダンススポーツ連盟ホームページ

ダンスパーティー、講習会、競技会などの

これまでの活動を、豊富な動画や写真を使って紹介しています。

奈良県連盟の規約、事業計画・報告のページや、役員紹介のページもあります。

各種申請書類がダウンロードできます。

競技会日程やシラバスが確認できます。

奈良県ダンススポーツ連盟主催の競技会の出場申込みが、ネットからできます。

リーダー・パートナー募集コーナーを設けています。

奈良県内のパーティー情報へのリンクがあります。

これからも、みなさまのお役に立つホームページを目指していきたいと思います。

年度入会申し込みの受付をいたします。

当日新規に入会申込される方、および過去１年間に新規

に入会された方には、上級競技選手がお相手する新入会

参加の特典があり、ミニデモをビデオ撮

を作成し、新入会員ミニデモの

に無料でお送り致します。（継続登録者および一旦退会

は対象外です。）

奈良県ダンススポーツ連盟主催の競技会、
連盟のホームページやチラシや DVDに掲載

月２５日（日）１２：

王寺町地域交流センター リーベルホール（

（会員は当日５００円返金

当日券２５００円（会員への５００円返金は

フリーダンスタイム（競技選手クラスのアテンダントが

受付時に参加申込、競技選手

新入会員のミニデモ（競技選手がお相手、ビデオ撮影しＤＶＤに収録してプレゼント）

コンペスタイルデモ（競技選手による競技会スタイルのデモ）

奈良県ダンススポーツ連盟ホームページ

ダンスパーティー、講習会、競技会などの

豊富な動画や写真を使って紹介しています。

奈良県連盟の規約、事業計画・報告のページや、役員紹介のページもあります。

各種申請書類がダウンロードできます。

やシラバスが確認できます。

奈良県ダンススポーツ連盟主催の競技会の出場申込みが、ネットからできます。

リーダー・パートナー募集コーナーを設けています。

奈良県内のパーティー情報へのリンクがあります。

これからも、みなさまのお役に立つホームページを目指していきたいと思います。

年度入会申し込みの受付をいたします。

当日新規に入会申込される方、および過去１年間に新規

に入会された方には、上級競技選手がお相手する新入会

参加の特典があり、ミニデモをビデオ撮

新入会員ミニデモの参加者全員

（継続登録者および一旦退会

競技会、パーティー
に掲載・収録

１２：１０～１６：３０（１

リーベルホール（

会員は当日５００円返金

会員への５００円返金は

のアテンダントが

競技選手クラスのアテンダント

新入会員のミニデモ（競技選手がお相手、ビデオ撮影しＤＶＤに収録してプレゼント）

コンペスタイルデモ（競技選手による競技会スタイルのデモ）

奈良県ダンススポーツ連盟ホームページ（http://nara.jdsf.o

ダンスパーティー、講習会、競技会などの

豊富な動画や写真を使って紹介しています。

奈良県連盟の規約、事業計画・報告のページや、役員紹介のページもあります。

各種申請書類がダウンロードできます。

やシラバスが確認できます。

奈良県ダンススポーツ連盟主催の競技会の出場申込みが、ネットからできます。

リーダー・パートナー募集コーナーを設けています。

奈良県内のパーティー情報へのリンクがあります。

これからも、みなさまのお役に立つホームページを目指していきたいと思います。

年度入会申し込みの受付をいたします。

当日新規に入会申込される方、および過去１年間に新規

に入会された方には、上級競技選手がお相手する新入会

参加の特典があり、ミニデモをビデオ撮

参加者全員

（継続登録者および一旦退会

パーティー、講習会等のイベントの写真や映像が、奈良県ダンススポーツ
・収録されることがあります。上記をご理解のうえご参加下

０～１６：３０（１

リーベルホール（リーベル

会員は当日５００円返金、当日入会もＯＫ）

会員への５００円返金はありません）

のアテンダントが２０名以上待機）

クラスのアテンダント

新入会員のミニデモ（競技選手がお相手、ビデオ撮影しＤＶＤに収録してプレゼント）

コンペスタイルデモ（競技選手による競技会スタイルのデモ）

http://nara.jdsf.o

ダンスパーティー、講習会、競技会などの各種イベント

豊富な動画や写真を使って紹介しています。

奈良県連盟の規約、事業計画・報告のページや、役員紹介のページもあります。

各種申請書類がダウンロードできます。

やシラバスが確認できます。

奈良県ダンススポーツ連盟主催の競技会の出場申込みが、ネットからできます。

リーダー・パートナー募集コーナーを設けています。

奈良県内のパーティー情報へのリンクがあります。

これからも、みなさまのお役に立つホームページを目指していきたいと思います。

2014

講習会等のイベントの写真や映像が、奈良県ダンススポーツ
されることがあります。上記をご理解のうえご参加下

０～１６：３０（１１：

リーベル王寺東館５Ｆ

、当日入会もＯＫ）

ありません）

名以上待機）

クラスのアテンダントがお相手します）

新入会員のミニデモ（競技選手がお相手、ビデオ撮影しＤＶＤに収録してプレゼント）

http://nara.jdsf.or.jp/）

イベントをお知らせします。

豊富な動画や写真を使って紹介しています。

奈良県連盟の規約、事業計画・報告のページや、役員紹介のページもあります。

奈良県ダンススポーツ連盟主催の競技会の出場申込みが、ネットからできます。

リーダー・パートナー募集コーナーを設けています。

奈良県内のパーティー情報へのリンクがあります。

これからも、みなさまのお役に立つホームページを目指していきたいと思います。

2014年新春大ダンスパーティー

講習会等のイベントの写真や映像が、奈良県ダンススポーツ
されることがあります。上記をご理解のうえご参加下

：４５開場）

東館５Ｆ）

、当日入会もＯＫ）

がお相手します）

新入会員のミニデモ（競技選手がお相手、ビデオ撮影しＤＶＤに収録してプレゼント）

）では、

お知らせします。

豊富な動画や写真を使って紹介しています。

奈良県連盟の規約、事業計画・報告のページや、役員紹介のページもあります。

奈良県ダンススポーツ連盟主催の競技会の出場申込みが、ネットからできます。

これからも、みなさまのお役に立つホームページを目指していきたいと思います。

ダンスパーティー

講習会等のイベントの写真や映像が、奈良県ダンススポーツ
されることがあります。上記をご理解のうえご参加下

開場）

新入会員のミニデモ（競技選手がお相手、ビデオ撮影しＤＶＤに収録してプレゼント）

お知らせします。

奈良県連盟の規約、事業計画・報告のページや、役員紹介のページもあります。

奈良県ダンススポーツ連盟主催の競技会の出場申込みが、ネットからできます。

これからも、みなさまのお役に立つホームページを目指していきたいと思います。

ダンスパーティーの風景です。

講習会等のイベントの写真や映像が、奈良県ダンススポーツ
されることがあります。上記をご理解のうえご参加下さい。

奈良県連盟の規約、事業計画・報告のページや、役員紹介のページもあります。

奈良県ダンススポーツ連盟主催の競技会の出場申込みが、ネットからできます。

講習会等のイベントの写真や映像が、奈良県ダンススポーツ
。



クープルは、カップルを中心としたサークルで、スタンダード各種目について、美しくダイナミックに踊るための基本的なテクニックを学ん
でいます。

奈良県第 1

社交ダンスサークル

活動場所：三郷町

活動日時：月３回

講  師：竹田義博・竹田園美先生（

月１回（第２日曜日）

クープルは、カップルを中心としたサークルで、スタンダード各種目について、美しくダイナミックに踊るための基本的なテクニックを学ん
でいます。 ご興味のある方は見学にお越しください。お問い合わせは、０９０

外科・内科・リハビリテーション科・Ｘ線科

〒636

TEL：

1 号のＪＤＳＦ認定サークル（申請中）

社交ダンスサークル

活動場所：三郷町

活動日時：月３回
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