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  歓迎のことば

秋色さらに濃くなり、高原に吹く風には近づく冬を感

じさせる今日、ここ宇陀市におきまして第３９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

きました選手並びに関係者の皆様を心から歓迎申し上げ

ます。

選手の皆様におかれましては、日頃の練習の成果を十分に発揮され、華麗なる美と卓

越した技術を競われるとともに、互いの健闘を称え、親睦と交流を深められることで、

心に残る素晴らしい大会となることを願っております。

さて、市制 10 周年を迎えることになりました本市は、古くは神武天皇建国説話の舞

台として、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古事記

や日本書紀にも記されており、度々歴史の舞台に登場したところです。また、自然環境

に恵まれ、季節ごとに移り変わる美しい風景を楽しむことができるまちです。特にこの

季節、美しい紅葉が見られる名所が室生寺です。どうぞこの機会に、大会に参加される

選手の皆様には、本市の自然や歴史に触れていただければ幸いに存じます。

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、参加選手の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。

《室生寺 国宝五重塔と紅葉ライトアップ》

〔ライトアップ期間〕

11月 14日(土)～11月 30日(月)
午後 5時～8時

〔拝観料（夜間拝観のみ）〕

  大人：500円  小人：300円

〔交通〕ライトアップ期間中、近鉄室生口大野駅

と室生寺間で臨時バスを運行します。

○近鉄室生口大野駅発：午後 4～6時の各時 20分

○室生寺発：午後 5～7時の各時 50分

〔お問合せ〕

                      宇陀市役所商工観光課 (0745‐82‐2457)
室生は古くから神々の住まう聖地として仰がれていました。

奈良時代末期、この地において興福寺の高僧賢璟などによって山部親王（後の桓武天皇）の病気

平癒の祈願が行われました。それに卓効があったことから、勅命により国家のために創建されたの

が「室生寺」のはじまりといわれています。創建に深く関わった賢璟の弟子修円が、空海、最澄と

も交流があったことにもより、以後室生寺は山林修行の道場として、法相・真言・天台など各宗兼

学の寺院として独特の仏教文化を育んで参りました。女人の参詣を許したことによって「女人高野」

の別称を持ち、国宝や国指定文化財・仏教美術の宝庫であり、今も多くの人々を魅了しています。

紅葉の期間、ＬＥＤ照明によるライトアップを行いますので、ぜひ、ご来訪ください。



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

年２回の講習会などを開催しています。

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

年２回の講習会などを開催しています。

2014/
都道府県対抗戦に参加

2015/4/11
スタンダード講習会

2015/
サマーダンスパーティー

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

年２回の講習会などを開催しています。

2014/11/9
都道府県対抗戦に参加

2015/4/11
スタンダード講習会

2015/6/13
サマーダンスパーティー

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、年２回の中ダンスパーティー、

年２回の講習会などを開催しています。

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２回の中ダンスパーティー、

年２回の講習会などを開催しています。

オータムダンスパーティー

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２回の中ダンスパーティー、

2014/11/24
指導員研修会

2015/5/17
第 38 回競技会

2015/7/11
ラテン講習会

2015/10/24
オータムダンスパーティー

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２回の競技会、

年２回の中ダンスパーティー、年約１０回の月例ダンスパーティー、

指導員研修会

5/17
回競技会

10/24
オータムダンスパーティー

年２回の競技会、

年約１０回の月例ダンスパーティー、

年２回の競技会、

年約１０回の月例ダンスパーティー、

201
新春大ダンスパーティー

2015/
ねんりんピックに参加

2014/11/
2014 秋まほろば円舞会を後援

2015/
月例ダンスパーティーを開始

年約１０回の月例ダンスパーティー、

2015/1/25
新春大ダンスパーティー

2015/10/18
ねんりんピックに参加

2014/11/29
秋まほろば円舞会を後援

2015/9/13
月例ダンスパーティーを開始

秋まほろば円舞会を後援



　　第２４回奈良県スポーツレクリエーション祭参加
第３９回 奈良県ダンススポーツ競技会　タイムテーブル  Ver.1.1

選手受付時間

ラテン　（すべて） 9:00～9:30

スタンダード（ＭＢ、Ｃ２、Ｎ、わかくさ、スポレク） 9:00～11:00

スタンダード（ＭＡ、B、Ｃ１、D） 9:00～12:00

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

10:00 10

1 10:10 JDL DSCJ D級戦L １次予選 C・R 17 2 12  BCDEFGH 08

2 10:18 JCL DSCJ C級戦L １次予選 C・R 13 2 10 A CDEFGH 08

3 10:26 JBL DSCJ B級戦L １次予選 S・C・R 17 2 12 AB DEFGH 12

10:38 02

4 10:40 JNL1 DSCJ ﾉｰﾋﾞｽ戦L1（C） 準決勝 C 5 1 5  B  EFGH 02

5 10:42 JNL2 DSCJ ﾉｰﾋﾞｽ戦L2（R） 準決勝 R 5 1 5  B  EFGH 02

6 10:44 JDL DSCJ D級戦L 準決勝 C・R 12 1 6  BCDEFGH 04

7 10:48 JCL DSCJ C級戦L 準決勝 S・C・R 10 1 6 A CDEFGH 06

8 10:54 JBL DSCJ B級戦L 準決勝 S・C・R・P 12 1 6 AB DEFGH 08

11:02 05

9 11:07 JNL1 DSCJ ﾉｰﾋﾞｽ戦L1（C） 決勝 C 5 1 順位  B  EFGH 02

10 11:09 JNL2 DSCJ ﾉｰﾋﾞｽ戦L2（R） 決勝 R 5 1 順位  B  EFGH 02

11 11:11 JDL DSCJ D級戦L 決勝 C・R 6 1 順位  BCDEFGH 04

12 11:15 JCL DSCJ C級戦L 決勝 S・C・R 6 1 順位 A CDEFGH 06

13 11:21 JBL DSCJ B級戦L 決勝 S・C・R・P 6 1 順位 AB DEFGH 08

11:29 04

11:33 10

14 11:43 JNS1 DSCJ ﾉｰﾋﾞｽ戦S1（W） １次予選 W 13 2 10 A CD FG 04

15 11:47 JCS2 DSCJ C級戦S２（WTQ） １次予選 W・Q 39 3 24 ABCD FGH 12

16 11:59 FXS わかくさ戦Ｓ 準決勝 W 3 1 3 A CD FG 02

17 12:01 JNS2 DSCJ ﾉｰﾋﾞｽ戦S2（T） 準決勝 T 11 1 6 A CD FG 02

18 12:03 JNS1 DSCJ ﾉｰﾋﾞｽ戦S1（W） 準決勝 W 10 1 6 A CD FG 02

19 12:05 FSS 県スポレク戦Ｓ 準決勝 W・T・Ｆ 4 1 4  B  EFGH 06

20 12:11 MBS シニアⅡＢ級戦Ｓ 準決勝 W・T・Ｆ 10 1 6 ABCDEFG 06

21 12:17 JCS2 DSCJ C級戦S２（WTQ） ２次予選 W・Q 24 2 12 ABCD FGH 08

12:25 15

22 12:40 JCS2 DSCJ C級戦S２（WTQ） 準決勝 W・T・Q 12 1 6 ABCD FGH 06

23 12:46 FXS わかくさ戦Ｓ 決勝 W 3 1 順位 A CD FG 02

24 12:48 JNS2 DSCJ ﾉｰﾋﾞｽ戦S2（T） 決勝 T 6 1 順位 A CD FG 02

25 12:50 JNS1 DSCJ ﾉｰﾋﾞｽ戦S1（W） 決勝 W 6 1 順位 A CD FG 02

26 12:52 FSS 県スポレク戦Ｓ 決勝 W・T・Ｆ 4 1 順位  B  EFGH 06

27 12:58 MBS シニアⅡＢ級戦Ｓ 決勝 W・T・Ｆ 6 1 順位 ABCDEFG 06

28 13:04 JCS2 DSCJ C級戦S２（WTQ） 決勝 W・T・Q 6 1 順位 ABCD FGH 06

13:10 50

西川　良信

Ｄ

Ｇ 黒田　成則

審判員記号 審判員名

Ａ 平川　順一

Ｂ 佃　博志

Ｃ

開会宣言・会長挨拶・来賓祝辞・競技長説明・救護スタッフ紹介　（１０分）

審判員紹介　（２分）

フロア清掃　（５分）

フロア清掃　（４分）

山田　ひとみ

Ｅ 木田　喜久雄

Ｆ 深谷　はるみ

Ｈ 中谷　秀明

休憩、フロア清掃　（１５分）

スタンダード前半表彰式、昼の休憩（５０分）

オナーダンス（B級戦ラテン優勝者）、ラテン表彰式（１０分）



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

14:00 06

29 14:06 JCS1 DSCJ C級戦S１（WTF） １次予選 T・F 63 6 42 ABCDE GH 24

30 14:30 JBS DSCJ B級戦S １次予選 W・T・F 69 6 48 ABCDEF H 36

15:06 05

15:11 02

31 15:13 JDS DSCJ D級戦S １次予選 W・T 36 3 24 ABC EFGH 12

32 15:25 JCS1 DSCJ C級戦S１（WTF） ２次予選 T・F 42 4 24 ABCDE GH 16

33 15:41 JBS DSCJ B級戦S ２次予選 W・T・F 48 4 24 ABCDEF H 24

16:05 05

34 16:10 JDS DSCJ D級戦S ２次予選 W・T 24 2 12 ABC EFGH 08

35 16:18 JCS1 DSCJ C級戦S１（WTF） ３次予選 T・F 24 2 12 ABCDE GH 08

36 16:26 JBS DSCJ B級戦S ３次予選 W・T・F 24 2 12 ABCDEF H 12

16:38 05

37 16:43 JDS DSCJ D級戦S 準決勝 W・T 12 1 6 ABC EFGH 04

38 16:47 JCS1 DSCJ C級戦S１（WTF） 準決勝 W・T・F 12 1 6 ABCDE GH 06

39 16:53 JBS DSCJ B級戦S 準決勝 W・T・F・Q 12 1 6 ABCDEF H 08

40 17:01 MAS シニアⅡA級戦Ｓ 準決勝 W・T・Ｆ 8 1 6 ABCDEFG 06

17:07 05

41 17:12 JDS DSCJ D級戦S 決勝 W・T 6 1 順位 ABC EFGH 04

42 17:16 JCS1 DSCJ C級戦S１（WTF） 決勝 W・T・F 6 1 順位 ABCDE GH 06

43 17:22 JBS DSCJ B級戦S 決勝 W・T・F・Q 6 1 順位 ABCDEF H 08

44 17:30 MAS シニアⅡA級戦Ｓ 決勝 W・T・Ｆ 6 1 順位 ABCDEFG 06

17:36 15

17:51

☆ 出場組数や時間は変更になる場合があります。

当日会場に掲示するタイムテーブルでご確認下さい。

　◇ フロアへの入退場について
　　　　ノービス戦、スポレク戦、わかくさ戦は、選手係の指示に基づいてフロアの後方から入退場してください。
　　　　Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ級戦（シニアを含む）は、選手係を配置しませんので、フロアへは、左右客席の開口部及び
　　　　後方のいずれから入場、退場していただいても結構です。

　◇ 音楽について
　　　　Ａ，Ｂ級戦（シニアを含む）の音楽については、奈良方式を実施致します。
　　　　奈良方式では、ダンスと審査が終わっても、音楽を止めてしまわずに、小さく流します。
　　　　観客と競技選手の皆様が音楽に溶け込み、一体となって楽しんでいただこうという演出です。
　　　　入場時は音楽は小さく鳴っています。選手がすべて入場してから一旦音楽が止まり、それから通常の
　　　　音量で音楽が始まります。

　◇ 給水タイムについて
　　　　Ａ，Ｂ級戦（シニアを含む）の準決勝および決勝では、２，３種目踊った後に、給水タイムを設けます。
　　　　フロアの隅にペットボトルを置けるテーブルを準備しますので、ご利用ください。

休憩、フロア清掃　（５分）

審判員紹介　（２分）

休憩、フロア清掃　（５分）

会長挨拶・競技長説明・救護スタッフ紹介　（６分）

休憩、フロア清掃　（５分）

休憩、フロア清掃　（５分）

オナーダンス（シニアⅡA級戦スタンダード優勝者） スタンダード後半表彰式 （１５分）

閉会



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 植村　守        岡嶋　聖子      大阪府  　 5 松林　勝        藤　めぐみ      滋賀県  

2 中本　滋信      中本　こずえ    兵庫県  　 6 日比　勝治      中野　早苗      京都府  

3 堀　秀彦        小川　峰子      奈良県  　 7 吉村　たくみ    伊藤　基子      滋賀県  

4 後藤　元信      後藤　佳子      愛知県  　 8 石田　勝        石田　久代      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

6 日比　勝治      中野　早苗      京都府  　 81 渡邉　尚英      渡邉　真弓      大阪府  　

66 吉村　寛        本田　美和子    大阪府  84 坂本　裕満      甘利　恵美子    京都府  

67 新野　圭介      新野　眞佐子    静岡県  85 山本　覚        小澤　生子      大阪府  

68 石橋　光宏      石橋　雅美      奈良県  　 86 藤井　勉        山野　恵子      京都府  　

69 松本　耕治      田中　喜久子    京都府  　 87 岡部　建一      桝本　町子      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

9 黒澤　克巳      黒澤　直子      兵庫県  44 國本　清        鍬田　美和子    京都府  

10 丸田　真治      丸田　澄江      滋賀県  45 山中　邦光      岸本　悦子      大阪府  

11 尾形　保男      尾形　美栄      大阪府  46 西河　健        日野　光江      滋賀県  

12 吉原　國明      吉原　智寿      兵庫県  47 三原　好雄      三原　英子      奈良県  

13 冨田　道男      寺田　幸子      滋賀県  48 平野　慶一      平野　由紀代    大阪府  

14 岩橋　實亮      土井　聿代      和歌山県 49 久保　雄二      岩本　悦子      滋賀県  

15 加来　保        加来　和子      滋賀県  50 嶌岡　勲        木下　喜美代    奈良県  

16 藤井　正三      丸田　和子      大阪府  51 池内　健        秋本　美知子    大阪府  

17 荒川　卓三      荒川　澄子      大阪府  52 市来　輝夫      百々　桂香      大阪府  

18 惣野　梅男      中井　啓子      大阪府  53 山本　哲造      山本　ケイ子    大阪府  

19 木原　等        吉川　信子      大阪府  54 上住　祥通      岩政　悦子      大阪府  

20 松村　清孝      小浜　千賀子    三重県  55 芳賀　幹夫      磯部　紀子      愛知県  

21 江口　秀幸      江口　早苗      京都府  56 原　秀生        原　啓子        兵庫県  

22 築山　博        川口　ひろみ    大阪府  57 今里　清幸      山田　静代      大阪府  

23 浦中　進一      浦中　順子      京都府  58 野本　誠一      野本　真理      京都府  

24 廣海　康夫      廣海　明子      大阪府  59 中村　喜久男    堀内　潤子      大阪府  

25 谷中　和彦      鉄野　敏子      大阪府  60 今村　清治      遠藤　久恵      大阪府  

26 内藤　康延      住谷　美代子    京都府  61 櫻田　りく      親川　未来      大阪府  

27 小関　憲三      加藤　幸子      岐阜県  62 今村　清治      遠藤　久恵      大阪府  

28 石垣　義一      石垣　良子      大阪府  63 後藤　監治      堀口　千晶      兵庫県  

29 清水　正文      清水　千鶴      奈良県  64 川口　憲一      川口　晶子      広島県  

30 室塚　是智      白石　トシ子    京都府  65 髙井　信宏      鈴岡　舞子      滋賀県  

31 米田　敏男      川口　光子      奈良県  66 吉村　寛        本田　美和子    大阪府  

32 増本　光彦      松島　立子      大阪府  67 新野　圭介      新野　眞佐子    静岡県  

33 鈴木　昭        山本　多恵子    大阪府  68 石橋　光宏      石橋　雅美      奈良県  

34 荒木　隆雄      荒木　けい子    愛知県  69 松本　耕治      田中　喜久子    京都府  

35 内藤　剛        橋本　真理      大阪府  70 平木　康友      平　瑞枝        京都府  

36 三浦　忠光      横田　眞智      京都府  71 天満　雅美      箕城　厚子      大阪府  

37 永榮　圓        永榮　知佳子    京都府  72 鳥屋尾　三郎    鳥屋尾　千代子  大阪府  

38 小野　象博      山口　美佐子    大阪府  73 坂田　道生      木村　有里      京都府  

39 森川　明        迫川　百合子    大阪府  74 東　照雄        平和　道子      大阪府  

40 高田　実        青木　園枝      滋賀県  75 高田　清        高田　百合子    兵庫県  

41 岸上　秀雄      鈴木　弘子      大阪府  76 竹内　靖明      足立　幸子      大阪府  

42 福井　信一      村瀬　和江      京都府  77 鈴村　正彦      鈴村　睦子      滋賀県  

43 長瀬　義孝      植松　真佐子    大阪府  

総出場組数：208組（延べ313組）出　場　者　名　簿

シニアⅡＡ級戦スタンダード（WTF）　【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】



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 伊藤　順一      伊藤　通子      奈良県  118 西本　吉男      和田　澄子      京都府  
83 森井　英実      橋辺　昌子      滋賀県  119 川合　三治      川合　紀美子    大阪府  
88 原田　勝徳      島　陽子        大阪府  120 俣野　克彦      俣野　洋子      京都府  
89 池田　満太郎    池田　文子      大阪府  121 畠田　敏幸      畠田　純子      大阪府  
90 赤崎　英雄      門寺　千鶴子    大阪府  122 矢切　胖        前田　加代子    三重県  
91 木谷　敏雄      倉垣　玲子      滋賀県  123 萩原　一輝      南　須美子      奈良県  
92 花岡　正廣      上田　佳子      奈良県  124 高島　康泰      杉本　久子      兵庫県  
93 須佐美　修      井谷　弥生      兵庫県  125 釘本　義直      秦泉寺 美那子  奈良県  
94 西垣　昭造      吉田　由紀子    大阪府  126 川村　光一      小出　幸子      大阪府  
95 松葉　宏義      嶋崎　光枝      大阪府  127 松下　和弘      川端　京子      大阪府  
96 奥田　秀人      出水　美津子    大阪府  128 蓮池　明        生駒　千佳子    大阪府  
97 仁江　光生      西野　玲子      奈良県  129 濵　雅裕        濵　眞弓        大阪府  
98 大久保　昌克    後藤　タカ子    大阪府  130 松野　隆司      斎藤　容子      京都府  
99 田中　国雄      中野　知津子    和歌山県 131 谷本　芳廣      竹内　慶子      大阪府  
100 林　誠一        青山　美知子    大阪府  132 佃　良彦        松永　由紀子    大阪府  
101 帖地　忠義      井澤　昌子      鹿児島県 133 村田　豊秋      南部　良子      大阪府  
102 木村　実        栗林　ちあき    奈良県  134 北浦　純一      北浦　絹代      大阪府  
103 髙力　正義      髙力　博子      京都府  135 馬目　洋一      馬目　八重子    和歌山県
104 松永　繁木      松永　コマツ    京都府  136 滝本　重信      水野　まゆみ    兵庫県  
105 恒藤　進蔵      河合　悦子      大阪府  137 野田　幸平      植村　照子      大阪府  
106 吉増　亨        吉田　年子      和歌山県 138 岡本　隆之      岡本　典子      京都府  
107 田辺　伸親      田辺　栄子      三重県  139 福井　一夫      福井　美代子    奈良県  
108 中村　正雄      加増　正子      滋賀県  140 高安　幸夫      高安　伸子      京都府  
109 中井　雅則      米澤　吉子      大阪府  141 風岡　吉朗      風岡　君子      兵庫県  
110 渡邊　正樹      渡邊　照代      京都府  142 座光寺　信行    東畑　リカ子    大阪府  
111 木村　昇        木村　節子      大阪府  143 高田　美輝男    高田　弘子      兵庫県  
112 柴垣　孝二      水野　弘美      大阪府  144 石野　信明      小椋　満里子    奈良県  
113 二井　康雄      二井　道子      大阪府  145 野々口　隆      野々口 美佐子  奈良県  
114 吉塚　茂夫      吉塚　緑        和歌山県 146 久積　寿夫      久積　美知子    奈良県  
115 西村　雅英      西村　幸子      兵庫県  147 小西　憲三      小西　和子      奈良県  
116 木野　博幸      奥野　典子      奈良県  149 野瀬　喜久雄    千代　和子      滋賀県  
117 矢田　政久      清水　十四子    三重県  

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

69 松本　耕治      田中　喜久子    京都府  126 川村　光一      小出　幸子      大阪府  
83 森井　英実      橋辺　昌子      滋賀県  127 松下　和弘      川端　京子      大阪府  
108 中村　正雄      加増　正子      滋賀県  128 蓮池　明        生駒　千佳子    大阪府  
109 中井　雅則      米澤　吉子      大阪府  129 濵　雅裕        濵　眞弓        大阪府  
110 渡邊　正樹      渡邊　照代      京都府  130 松野　隆司      斎藤　容子      京都府  
111 木村　昇        木村　節子      大阪府  131 谷本　芳廣      竹内　慶子      大阪府  
112 柴垣　孝二      水野　弘美      大阪府  132 佃　良彦        松永　由紀子    大阪府  
113 二井　康雄      二井　道子      大阪府  133 村田　豊秋      南部　良子      大阪府  
114 吉塚　茂夫      吉塚　緑        和歌山県 134 北浦　純一      北浦　絹代      大阪府  
115 西村　雅英      西村　幸子      兵庫県  135 馬目　洋一      馬目　八重子    和歌山県
116 木野　博幸      奥野　典子      奈良県  136 滝本　重信      水野　まゆみ    兵庫県  
117 矢田　政久      清水　十四子    三重県  137 野田　幸平      植村　照子      大阪府  
118 西本　吉男      和田　澄子      京都府  138 岡本　隆之      岡本　典子      京都府  
119 川合　三治      川合　紀美子    大阪府  142 座光寺　信行    東畑　リカ子    大阪府  
120 俣野　克彦      俣野　洋子      京都府  143 高田　美輝男    高田　弘子      兵庫県  
121 畠田　敏幸      畠田　純子      大阪府  144 石野　信明      小椋　満里子    奈良県  
122 矢切　胖        前田　加代子    三重県  148 河邉　眞人      河邉　友子      兵庫県  
123 萩原　一輝      南　須美子      奈良県  149 野瀬　喜久雄    千代　和子      滋賀県  
124 高島　康泰      杉本　久子      兵庫県  150 松嶋　平吉      松嶋　菜々子    愛知県  
125 釘本　義直      秦泉寺 美那子  奈良県  

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

153 足高　康正      足高　博子      大阪府  171 野口　泰司      高橋　和子      和歌山県

154 今本　年昭      奥中　仁子      大阪府  172 門林　平        地頭所　康子    大阪府  

155 岡山　正路      岡山　陽子      大阪府  173 立岡　孝三      立岡　晴子      大阪府  

156 村田　康夫      十時　育子      大阪府  174 森本　博文      中上　敏子      奈良県  

157 清水　孝司      清水　英子      大阪府  175 柳川　栄一      工藤　信子      大阪府  

158 鶴　忠秋        下原　博子      京都府  176 山形　義一      山形　和美      大阪府  

159 近藤　安宏      近藤　トミ子    大阪府  177 塩田　作司      谷山　裕子      和歌山県

160 清水　曻        森脇　ミヨ子    大阪府  178 三橋　勉        東　優子        大阪府  

161 阪井　満        仙頭　敬子      大阪府  179 横山　良昭      横山　悦子      大阪府  

162 土井　康精      福島　光子      大阪府  180 武田　茂憲      福永　由美      兵庫県  

163 小林　博        小林　順子      大阪府  181 岡元　孝一      下山　久子      大阪府  

164 高谷　勝        松阪　栄子      大阪府  182 大石　弘志      上野　みや子    兵庫県  

165 浮田　善彦      村田　律子      大阪府  183 浜口　正和      浜口　洋子      大阪府  

166 戸田　浩        水瀨　利惠      大阪府  184 亀井　巧        周藤　陽子      大阪府  

167 三崎　吉治      蓬田　とも子    京都府  185 仲　忠視        竹下　弘子      京都府  

168 中尾　茂樹      三宅　マリ子    和歌山県 186 松田　廣司      大西　貴美子    滋賀県  

169 安井　治        永田　早知代    滋賀県  187 中西　修        中西　眞理子    大阪府  

170 佐貫　貞二      大内田 美知子  大阪府  188 松田　清隆      土谷　暁子      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

185 仲　忠視        竹下　弘子      京都府  197 井川　龍        細川　千里      兵庫県  

191 谷口　正人      谷口　多恵      奈良県  198 神田　昌彦      和田　千恵子    大阪府  

192 枝松　三男      佐々木　なみ    大阪府  199 髙田　弘        髙田　忠子      和歌山県

193 嘉手納　智則    山野　清子      大阪府  200 湯川　博行      湯川　マリ子    和歌山県

194 中村　和雄      中村　八重子    滋賀県  201 南埜　恒雄      豊田　清美      大阪府  

195 平田　義範      村田　りか      大阪府  202 小谷　晃生      小谷　富子      大阪府  

196 鷲尾　康行      鷲尾　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

185 仲　忠視        竹下　弘子      京都府  198 神田　昌彦      和田　千恵子    大阪府  

193 嘉手納　智則    山野　清子      大阪府  199 髙田　弘        髙田　忠子      和歌山県

194 中村　和雄      中村　八重子    滋賀県  200 湯川　博行      湯川　マリ子    和歌山県

195 平田　義範      村田　りか      大阪府  201 南埜　恒雄      豊田　清美      大阪府  

196 鷲尾　康行      鷲尾　美佐子    奈良県  202 小谷　晃生      小谷　富子      大阪府  

197 井川　龍        細川　千里      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

206 枝松　三男      好井　弘子      大阪府  208 中尾　敏美      炭竃　暁美      奈良県  

207 早崎　八郎      松田　美緒      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

145 野々口　隆      野々口 美佐子  奈良県  147 小西　憲三      小西　和子      奈良県  

146 久積　寿夫      久積　美知子    奈良県  188 松田　清隆      土谷　暁子      奈良県  

ノービス戦スタンダード２（T）　【ＪNS２】

わかくさ戦スタンダード（W）　【FXS】

ノービス戦スタンダード１（W）　【ＪNS1】

県スポレク祭クラス限定戦スタンダード（WＴＦ)　【FＳS】

Ｄ級戦スタンダード（WT）　【ＪＤＳ】



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

3 堀　秀彦        小川　峰子      奈良県  64 川口　憲一      川口　晶子      広島県  

4 後藤　元信      後藤　佳子      愛知県  65 髙井　信宏      鈴岡　舞子      滋賀県  

5 松林　勝        藤　めぐみ      滋賀県  78 猿橋　剛        関谷　妃美栄    大阪府  

58 野本　誠一      野本　真理      京都府  79 小西　英男      加藤　世里      愛知県  

59 中村　喜久男    堀内　潤子      大阪府  80 長野　温斗      長野　陽子      京都府  

60 今村　清治      遠藤　久恵      大阪府  81 渡邉　尚英      渡邉　真弓      大阪府  

61 櫻田　りく      親川　未来      大阪府  82 伊藤　順一      伊藤　通子      奈良県  

62 今村　清治      遠藤　久恵      大阪府  83 森井　英実      橋辺　昌子      滋賀県  

63 後藤　監治      堀口　千晶      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

7 吉村　たくみ    伊藤　基子      滋賀県  137 野田　幸平      植村　照子      大阪府  

8 石田　勝        石田　久代      兵庫県  138 岡本　隆之      岡本　典子      京都府  

70 平木　康友      平　瑞枝        京都府  

71 天満　雅美      箕城　厚子      大阪府  150 松嶋　平吉      松嶋　菜々子    愛知県  

72 鳥屋尾　三郎    鳥屋尾　千代子  大阪府  151 大杉　一巳      大杉　真理      奈良県  

73 坂田　道生      木村　有里      京都府  152 坊　正信        糸原　初枝      大阪府  

86 藤井　勉        山野　恵子      京都府  153 足高　康正      足高　博子      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

74 東　照雄        平和　道子      大阪府  143 高田　美輝男    高田　弘子      兵庫県  

75 高田　清        高田　百合子    兵庫県  144 石野　信明      小椋　満里子    奈良県  

76 竹内　靖明      足立　幸子      大阪府  181 岡元　孝一      下山　久子      大阪府  

77 鈴村　正彦      鈴村　睦子      滋賀県  182 大石　弘志      上野　みや子    兵庫県  

87 岡部　建一      桝本　町子      滋賀県  183 浜口　正和      浜口　洋子      大阪府  

139 福井　一夫      福井　美代子    奈良県  184 亀井　巧        周藤　陽子      大阪府  

140 高安　幸夫      高安　伸子      京都府  189 諫山　和幸      諫山　敬子      大阪府  

141 風岡　吉朗      風岡　君子      兵庫県  190 岸野　清        松井　有子      大阪府  

142 座光寺　信行    東畑　リカ子    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

186 松田　廣司      大西　貴美子    滋賀県  203 笠井　敏雄      笠井　由美子    奈良県  

187 中西　修        中西　眞理子    大阪府  204 西岡　道雄      井上　栄子      大阪府  

202 小谷　晃生      小谷　富子      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

186 松田　廣司      大西　貴美子    滋賀県  204 西岡　道雄      井上　栄子      大阪府  

187 中西　修        中西　眞理子    大阪府  205 松下　清一      永田　三枝      静岡県  

202 小谷　晃生      小谷　富子      大阪府  

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。

2020東京オリンピックでの採用はなりませんでしたが。

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とプロ団体（JPBDA、JBDF）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。

着用すべき服装（おおむね、上位級は正装、下位級は平服、右ページ参照）や使用できるフィガー（４級

以下は制限、他は自由）が定められています。

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。
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①谷口主嘉・谷口小夜子

②加藤修久・加藤裕子

③森晃士・森仁美

④松林勝・藤めぐみ

⑤仲嶺英世・仲嶺るみ子

⑥竹内厚人・竹内妙子
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②大矢部廣昭・中川弘美

③高橋康徳・桐本光子

④吉井誠児・吉井富士子

⑤松本喜一・金谷雅美

⑥松嶋正二・塚田圭子

①堀秀彦・小川峰子

②櫻田りく・親川未来

③後藤元信・後藤佳子

④木村茂・泉麻由子

⑤阿子田佳典・阿子田光子

⑥宮本利明・寺田たい子

①古塚正覚・古塚彰子

②加来保・加来和子

③穂積恒喜・森岡美智代

④大谷光明・大谷百代

⑤中谷勝彦・中谷昌代

⑥松岡靖郎・松岡寿美

⑦鈴村正彦・鈴村睦子

⑧鈴木昭・山本多恵子

⑨西村雅英・西村幸子

①仲嶺英世・仲嶺るみ子

②猿橋剛・関谷妃美栄

③大杉一巳・大杉真理

④小田周二・小田房江

⑤西村雅英・西村幸子

⑥左近定司・吉田明美

⑦井川孝行・井川雅代

①高田新二・堂前和香

②石橋光宏・石橋雅美

③交川廣文・田路育子

④諫山和幸・諫山敬子

⑤福井一夫・福井美代子

⑥岩佐善雄・足立美栄

①池末英明・寺田実知世

②石野信明・小椋満里子

③横山良昭・横山悦子

④梅田孝清・島田邦子

⑤征矢佳之・伊藤千登勢

⑥中村和雄・中村八重子
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①大矢部廣昭・中川弘美

②森晃士・森仁美

③谷口主嘉・谷口小夜子

④徳田俊介・藤田由里佳

⑤笠井康広・福岡みあき

⑥栗林幸範・左雲和子

①長村和也・長村祥子

②中西孝夫・川口聖子

③井川孝行・井川雅代

④松森重男・渡辺美知代

⑤徳田俊介・藤田由里佳

⑥石橋光宏・石橋雅美

①佐田勝彦・島津美鈴

②高橋康徳・桐本光子

③海島栄吉・石谷えい子

④松嶋正二・塚田圭子

⑤犬飼準・犬飼廣美

⑥坂本裕満・甘利恵美子

①加来保・加来和子

②鈴木昭・山本多恵子

③鈴村正彦・鈴村睦子

④高原浩・大西蓉子

⑤平野慶一・平野由紀代

⑥大谷光明・大谷百代

①森岡丈太・深田麗

②阿部克則・水上雅代

③阪井満・仙頭敬子

④馬目洋一・馬目八重子

⑤岡本勝・奥村幸江

⑥細川俊吾・山下久代
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⑤奥村晃三・奥村あつ子

⑥征矢佳之・伊藤千登勢

①石野信明・小椋満里子

②岩淵春美・前田みさお

③征矢佳之・伊藤千登勢

④西岡道雄・井上栄子
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日時：２０１６年 1月１１日（月・祝）１２：１０～１６：３０（１１：４５開場）

場所：王寺町地域交流センター リーベルホール（リーベル王寺東館５Ｆ）

会費： 前売券２０００円（会員は当日５００円返金、当日入会もＯＫ）

  当日券２５００円（会員への５００円返金はありません）

○ フリーダンスタイム（競技選手クラスのアテンダントが２０名以上待機）
○ ミニデモ（ 受付時に参加申込、競技選手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）
○ 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 2015年新春大ダンスパーティーの風景です。

当日、2016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

員ミニデモへの参加の特典があり、ミニデモをビデオ撮

影して DVD を作成し、新入会員ミニデモの参加者全員

に無料でお送り致します。（継続登録者および一旦退会

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主催の競技会、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
連盟のホームページやチラシや DVDに掲載・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さい。

ノービス戦ラテン２ ①征矢佳之・伊藤千登勢

②石野信明・小椋満里子

③岩淵春美・前田みさお

④西岡道雄・井上栄子

わかくさ戦スタンダード ①野村安子・鈴木さよ子

②征矢佳之・伊藤千登勢

③柏原弘明・大江清美

④松永修也・二宗明恵

わかくさ戦ラテン ①野村安子・鈴木さよ子

②征矢佳之・伊藤千登勢
元気フェスタ戦１ ①石橋光宏・石橋雅美

②小西憲三・小西和子

③野々口隆・野々口美佐子

④花岡正廣・上田佳子

⑤久積寿夫・久積美知子

⑥高谷明男・西川啓子

元気フェスタ戦２ ①柏原弘明・大江清美

②松永修也・二宗明恵

③中尾敏美・山下節子



社交ダンスサークル

ＪＤＳＦ認定サークル

社交ダンスサークル

活動場所：三郷町

活動日時：月３回

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、

に踊るための基本的なテクニックを学んでいます。

お問い合わせは、０９０

ＪＤＳＦ認定サークル

社交ダンスサークル

活動場所

活動日時

指

スタンダード・ベーシック中心に練習しているサークルです。

レベルアップを目指しています。

お問い合わせは、

ＪＤＳＦ認定サークル

社交ダンスサークル

活動場所：三郷町

活動日時：月３回

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、

に踊るための基本的なテクニックを学んでいます。

お問い合わせは、０９０

ＪＤＳＦ認定サークル

社交ダンスサークル

活動場所 ：

活動日時 ：

指 導 員 ：

スタンダード・ベーシック中心に練習しているサークルです。

レベルアップを目指しています。

お問い合わせは、090

ＪＤＳＦ認定サークル

社交ダンスサークル

活動場所：三郷町 スポーツセンターサブアリーナ

活動日時：月３回

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、

に踊るための基本的なテクニックを学んでいます。

お問い合わせは、０９０-８８２８-

ＪＤＳＦ認定サークル

社交ダンスサークル

： 奈良市富雄公民館

： 毎週水曜日

： 下垣都博・小野村順子

スタンダード・ベーシック中心に練習しているサークルです。

レベルアップを目指しています。

090-9053-

社交ダンスサークル「クープル
スポーツセンターサブアリーナ

水曜日

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、

に踊るための基本的なテクニックを学んでいます。

-６３２９（萩原

「オーロラ
奈良市富雄公民館

毎週水曜日 18

下垣都博・小野村順子

スタンダード・ベーシック中心に練習しているサークルです。

レベルアップを目指しています。 興味のある方は気軽に見学にお出で下さい。

-8882（一越）・

クープル
スポーツセンターサブアリーナ

１９:１５～

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、

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。

萩原）、０９０-９１１

オーロラ
奈良市富雄公民館

18：00～21

下垣都博・小野村順子

スタンダード・ベーシック中心に練習しているサークルです。

興味のある方は気軽に見学にお出で下さい。

（一越）・080-

クープル
スポーツセンターサブアリーナ

１５～２０：４５

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、

ご興味のある方は見学にお越しください。

９１１４-６４９６

オーロラ

21：00

スタンダード・ベーシック中心に練習しているサークルです。 綺麗な姿勢で踊ることを目的に、

興味のある方は気軽に見学にお出で下さい。

-5302-8754

」クープル
スポーツセンターサブアリーナ

２０：４５

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、滑らかで

ご興味のある方は見学にお越しください。

６４９６（南）まで。

」オーロラ

綺麗な姿勢で踊ることを目的に、

興味のある方は気軽に見学にお出で下さい。

8754（伊東）

」

滑らかで美しくダイナミック

ご興味のある方は見学にお越しください。

）まで。

」

綺麗な姿勢で踊ることを目的に、

興味のある方は気軽に見学にお出で下さい。

（伊東）

美しくダイナミック

ご興味のある方は見学にお越しください。

綺麗な姿勢で踊ることを目的に、

美しくダイナミック
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