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歓迎の言葉

高原に吹く風も快く感じられる爽やかな季節を迎え、ここ宇陀市

におきまして第４０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。

宇陀市では、「高原の文化都市、四季の風薫る宇陀市」をコンセプトに掲げ、市民の

誰もが健康で幸せに、身体面の健康に併せ、生きがいを感じ、安心して豊かな生活を送

ることができるまち『ウェルネスシティ宇陀市』を目指しております。

社交ダンスから発展したダンススポーツは、老若男女誰でも楽しむことができ、まさ

に生涯楽しむことができるスポーツとして心と身体の健康づくりに最適であると言え

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になるよう願っております。

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。

― 鳥見山公園 ―

鳥見山は、宇陀市と桜井市の境に位置する標

高 735 メートルの山です。その山頂南側に位

置する鳥見山公園は、勾玉池を中心とする高

原上の自然公園で、園内には神武天皇聖跡伝

承地の顕彰碑や歌碑があります。鳥見山は『日

本書紀』神武天皇四年二月条によれば、神武

天皇が皇祖神・天神を祀った場所である霊畤

（まつりのにわ）という伝承に登場し、榛原

という地名の由来であるとも言われています。

春には数千本のつつじの名所として知られ、山桜も美しく咲き、初夏のアジサイ、秋には紅

葉が格別です。展望台、また山頂にある見晴台からは眼下に大和盆地、宇陀の山容を一望で

き、静寂な聖跡からの眺めは絶景で、多くのハイカーに人気があります。また、ご来光や夕

焼け、夜景、星空が美しく見えるカメラマンにも人気のスポットです。ぜひ、ご来訪くださ

い。

【所在】 宇陀市榛原萩原元萩原 2741 番地の 2

【アクセス】

○ 近鉄榛原駅下車北口を出て北へ 3 ｷﾛﾒｰﾄﾙ、徒歩 50 分。

○ 近鉄榛原駅から奈良交通バス（榛原駅北口広場 ②のりば 23 系統針インター行、または

①のりば 24 系統山辺高校行）にて 5分「宇陀警察署前」下車、徒歩約 30 分。

【問い合わせ】 宇陀市役所 商工観光課（☎0745‐82‐2457）



今年の「ならシニア元気フェスタ戦」は取りやめになりました

【今回取りやめの経緯】

例年、５月の第２週に指定されている、奈良県高齢者スポーツ文化交流大会(愛

称：「ならシニア元気フェスタ」との併催を今年も実施するべく、５月１５日で準備を進

めてきた当競技会は、JDSF 本部主催の「大阪グランプリ」の日程と競合する事態とな

り、条件的に同日開催は不可能となったため、やむなく関係行政機関に併催を辞退

して、本日２２日の開催に変更したものであります。

昨年９月頃から準備を進めてきた ５月１５日ですが、１１月の段階で、同日開催は

不可との JDSF 西部ブロックの方針が出されました。従前の例から判断して、Ａ，Ｂ級

戦を除いてＣ級戦以下なら可能との方針で進めたため、日程変更の決定が１月まで

伸び、奈良県、宇陀市など関係行政機関に大きな混乱を与え、ご迷惑をおかけする

結果となりました。

【連盟会長辞任の理由】

上記の事態を招いた自らの誤判断と関係行政機関に対する責任を取り、奈良県ダ

ンススポーツ連盟会長大江偉夫は、３月３１日をもって会長職を辞任致しました。

会長の誤判断もさることながら、Ｃ級戦以下なら実施可能と判断できる状況から、一

転Ｄ級戦以下で実施せよとの方針を、１１月以降に十分な時間があるにかかわらず協

議調整を何ら経ることなく、行政当局に多大な混乱を与える１月という時期に決定した

ブロック事務局責任者の恣意的な浅慮を遺憾に思う次第であります。

ダンススポーツ振興のためにも、今後はこのような事態の再発がないように、深慮あ

る運営を望む次第であります。

おことわり



第４０回 奈良県ダンススポーツ競技会　タイムテーブル

Ver.1-0

選手受付時間

ラテン　（すべて） 9:00～9:30

スタンダード（ＭＢ、ＧＢ、Ｃ２、Ｎ、わかくさ） 9:00～11:00

スタンダード（ＭＡ、ＧＡ、B、Ｃ１、D） 9:00～12:00

☆ 出場組数や時間は変更になる場合があります。

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 時間

10:00 08

1 10:08 JDL DSCJ  D級戦 L １次予選 C・R 14 2 10   CDEFGHI 08

2 10:16 JCL DSCJ C級戦 L １次予選 C・R 15 2 10  BCDEF HI 08

3 10:24 FXL わかくさ戦 Ｌ 準決勝 Ｒ 3 1 3 A CDEF   02

4 10:26 MBL シニアⅡB級戦 Ｌ 準決勝 S・C・R 5 1 5 ABCDEFGHI 06

5 10:32 JBL DSCJ B級戦 L 準決勝 S・C・R・P 10 1 6 ABCDEFGHI 08

6 10:40 JDL DSCJ D級戦 L 準決勝 C・R 10 1 6   CDEFGHI 04

7 10:44 JCL DSCJ C級戦 L 準決勝 S・C・R 10 1 6  BCDEF HI 06

10:50 10

8 11:00 FXL わかくさ戦 Ｌ 決勝 Ｒ 3 1 順位 A CDEF   02

9 11:02 JDL DSCJ D級戦 L 決勝 C・R 6 1 順位   CDEFGHI 04

10 11:06 JCL DSCJ C級戦 L 決勝 S・C・R 6 1 順位  BCDEF HI 06

11 11:12 MBL シニアⅡB級戦 Ｌ 決勝 S・C・R 5 1 順位 ABCDEFGHI 06

12 11:18 JBL DSCJ B級戦 L 決勝 S・C・R・P 6 1 順位 ABCDEFGHI 08

11:26 15

13 11:41 JCS2 DSCJ C級戦S２（WTQ） １次予選 W・Q 46 4 24 AB  EFGHI 16

14 11:57 GBS シニアⅢB級戦Ｓ １次予選 T・F 28 3 18 ABCDEFGHI 12

15 12:09 MBS シニアⅡB級戦Ｓ １次予選 W・T・F 14 2 10 ABCDEFGHI 12

16 12:21 JCS2 DSCJ C級戦S２（WTQ） ２次予選 W・Q 24 2 12 AB  EFGHI 08

17 12:29 GBS シニアⅢB級戦Ｓ ２次予選 T・F 18 2 12 ABCDEFGHI 08

12:37 10

18 12:47 FXS わかくさ戦S 準決勝 W 4 1 4 A CDEF   02

19 12:49 JNS1 DSCJ ﾉｰﾋﾞｽ戦S1（W） 準決勝 W 8 1 6 A CDEF   02

20 12:51 JNS2 DSCJ ﾉｰﾋﾞｽ戦S２（T） 準決勝 T 8 1 6 A CDEF   02

21 12:49 JCS2 DSCJ C級戦S２（WTQ） 準決勝 W・T・Q 12 1 6 AB  EFGHI 06

22 12:55 GBS シニアⅢB級戦Ｓ 準決勝 T・F 12 1 6 ABCDEFGHI 04

23 12:59 MBS シニアⅡB級戦Ｓ 準決勝 W・T・F 10 1 6 ABCDEFGHI 06

24 13:05 FXS わかくさ戦S 決勝 W 4 1 順位 A CDEF   02

25 13:07 JNS1 DSCJ ﾉｰﾋﾞｽ戦S1（W） 決勝 W 6 1 順位 A CDEF   02

26 13:09 JNS2 DSCJ ﾉｰﾋﾞｽ戦S２（T） 決勝 T 6 1 順位 A CDEF   02

27 13:11 JCS2 DSCJ C級戦S２（WTQ） 決勝 W・T・Q 6 1 順位 AB  EFGHI 06

28 13:17 GBS シニアⅢB級戦Ｓ 決勝 T・F 6 1 順位 ABCDEFGHI 04

29 13:21 MBS シニアⅡB級戦Ｓ 決勝 W・T・F 6 1 順位 ABCDEFGHI 06

13:27 48スタンダード前半表彰式、昼の休憩　（４８分）

Ｉ 水田　隆三

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　（８分）

休憩、フロア清掃、審判員紹介　（10分）

オナーダンス（B級戦ラテン優勝者）、ラテン表彰式　（１５分）

休憩、フロア清掃　（１０分）

Ｆ 久保　和音

Ｇ 外口　三津子

Ｈ 鳥羽　健次

Ｃ 伊藤　康雅

Ｄ 砂田　由紀子

Ｅ 西谷　修

審判員記号 審判員名

Ａ 平川　安規子

Ｂ 田中　孝治



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 時間

14:15 08

30 14:23 JCS1 DSCJ C級戦S１（WTF） １次予選 T・F 57 6 42 ABCD  GHI 24

31 14:47 JBS DSCJ B級戦S １次予選 W・T・F 76 6 42 ABCDEFGHI 36

32 15:23 JCS1 DSCJ C級戦S１（WTF） ２次予選 T・F 42 4 24 ABCD  GHI 16

15:39 10

33 15:49 JBS DSCJ B級戦S ２次予選 W・T・F 42 4 24 ABCDEFGHI 24

34 16:13 JDS DSCJ Ｄ級戦S １次予選 W・T 25 3 18 ABCDEFG  12

35 16:25 JCS1 DSCJ C級戦S１（WTF） ３次予選 T・F 24 2 12 ABCD  GHI 08

36 16:33 JBS DSCJ B級戦S ３次予選 W・T・F 24 2 12 ABCDEFGHI 12

37 16:45 JDS DSCJ Ｄ級戦S ２次予選 W・T 18 2 12 ABCDEFG  08

38 16:53 MAS シニアⅡA級戦Ｓ １次予選 W・T・F 17 2 12 ABCDEFGHI 12

17:05 10

39 17:15 JDS DSCJ Ｄ級戦S 準決勝 W・T 12 1 6 ABCDEFG  04

40 17:19 JCS1 DSCJ C級戦S１（WTF） 準決勝 W・T・Ｆ 12 1 6 ABCD  GHI 06

41 17:25 JBS DSCJ B級戦S 準決勝 W・T・F・Q 12 1 6 ABCDEFGHI 08

42 17:33 GAS シニアⅢA級戦Ｓ 準決勝 W・F 6 1 6 ABCDEFGHI 04

43 17:37 MAS シニアⅡA級戦Ｓ 準決勝 W・T・F 12 1 6 ABCDEFGHI 06

17:43 03

44 17:46 JDS DSCJ Ｄ級戦S 決勝 W・T 6 1 順位 ABCDEFG  04

45 17:50 JCS1 DSCJ C級戦S１（WTF） 決勝 W・T・Ｆ 6 1 順位 ABCD  GHI 06

46 17:56 JBS DSCJ B級戦S 決勝 W・T・F・Q 6 1 順位 ABCDEFGHI 08

47 18:04 GAS シニアⅢA級戦Ｓ 決勝 W・F 6 1 順位 ABCDEFGHI 04

48 18:08 MAS シニアⅡA級戦Ｓ 決勝 W・T・F 6 1 順位 ABCDEFGHI 06

18:14 12

18:26 閉会

　◇ フロアへの入退場について
　　　　ノービス戦、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，Ｃ１，Ｃ２，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。

会長挨拶・競技長説明・救護スタッフ紹介・審判員紹介　（８分）

休憩、フロア清掃　（１０分）

休憩、フロア清掃　（１０分）

フロア清掃　（３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　（１２分）



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 藤井　勉        山野　恵子      京都府                  　 10 中西　孝夫      川口　聖子      奈良県                  　

2 金井　秀夫      渡邉　久美子    大阪府                  　 11 長村　和也      長村　祥子      奈良県                  　

3 栗林　幸範      左雲　和子      大阪府                  　 12 山本　真也      野尻　千鶴      兵庫県                  　

4 吉岡　仁        江添　勝子      大阪府                  　 13 東口　勲        中村　朱里      奈良県                  　

5 佐田　勝彦      島津　美鈴      奈良県                  　 14 堀　秀彦        小川　峰子      奈良県                  　

6 細田　正則      堀江　公子      大阪府                  　 15 小西　英男      小西　ケイト    愛知県                  　

7 村瀬　清明      村瀬　泰子      兵庫県                  　 16 金田　好充      金田　好美      和歌山県                　

8 吉井　誠児      吉井　富士子    奈良県                  　 17 佐藤　俊治      樋口　朱美      徳島県                  　

9 加茂　芳則      加茂　好子      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

18 藤井　正三      丸田　和子      大阪府                  　 21 嶌岡　勲        木下　喜美代    奈良県                  　

19 吉村　寛        本田　美和子    大阪府                  　 22 藤本　悟        藤本　幸子      兵庫県                  　

20 岩出　繁        笹原　洋子      大阪府                  　 23 長門　久        安田　和子      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

18 藤井　正三      丸田　和子      大阪府                  　 57 上米良　太      上米良　聡子    京都府                  　

19 吉村　寛        本田　美和子    大阪府                  　 58 後藤　監治      堀口　千晶      兵庫県                  　

20 岩出　繁        笹原　洋子      大阪府                  　 59 横田　久昭      坂本　たつみ    神奈川県                　

22 藤本　悟        藤本　幸子      兵庫県                  　 60 室塚　是智      松井　有子      京都府                  　

23 長門　久        安田　和子      京都府                  　 61 矢部　俊明      矢部　直子      岡山県                  　

24 西河　健        日野　光江      滋賀県                  　 62 山下　史雄      山下　美穂子    静岡県                  　

25 荒川　卓三      荒川　澄子      大阪府                  　 63 古川　泰義      川瀬　美恵子    大阪府                  　

26 江口　秀幸      江口　早苗      京都府                  　 64 松岡　靖郎      松岡　寿美      和歌山県                　

27 中出　守        三目　早美      和歌山県                　 65 松下　和弘      川端　京子      大阪府                  　

28 鈴木　昭        山本　多恵子    大阪府                  　 66 平野　慶一      平野　由紀代    大阪府                  　

29 野田　農廣      小西　千賀      滋賀県                  　 67 小林　良平      谷垣　民子      大阪府                  　

30 込山　孝司      込山　絹子      滋賀県                  　 68 辻野　和宏      藤原　千栄子    大阪府                  　

31 櫻田　りく      親川　未来      奈良県                  　 69 山内　茂義      中橋　エミ      大阪府                  　

32 村井　淳        平井　三恵      大阪府                  　 70 安田　高文      安田　美智子    滋賀県                  　

33 草刈　耕一      久保　和美      大阪府                  　 71 山本　哲造      山本　ケイ子    大阪府                  　

34 木原　等        吉川　信子      大阪府                  　 72 今里　清幸      山田　静代      大阪府                  　

35 米田　敏男      川口　光子      奈良県                  　 73 小田　周二      小田　房江      大阪府                  　

36 小林　健一      小林　由紀子    滋賀県                  　 74 坂本　裕二      山口　和子      大阪府                  　

37 中村　喜久男    堀内　潤子      大阪府                  　 75 村田　豊秋      南部　良子      大阪府                  　

38 劉　富民        福田　有里子    兵庫県                  　 76 松本　耕治      田中　喜久子    京都府                  　

39 藤本　正和      菊川　節子      大阪府                  　 77 氏田　勇        伊勢　喜美恵    奈良県                  　

40 長島　昭治      川口　マリ      京都府                  　 78 釘本　義直      秦泉寺 美那子  奈良県                  　

41 惣野　梅男      中井　啓子      大阪府                  　 79 西本　吉男      和田　澄子      京都府                  　

42 森川　明        迫川　百合子    大阪府                  　 80 八幡　浩二      進藤　康子      滋賀県                  　

43 吉原　國明      吉原　智寿      兵庫県                  　 81 西村　雅英      西村　幸子      兵庫県                  　

44 土井　和夫      松本　綾子      大阪府                  　 82 野村　孝        玉井　美子      京都府                  　

45 原　秀生        原　啓子        兵庫県                  　 83 吉塚　茂夫      吉塚　緑        和歌山県                　

46 増本　光彦      松島　立子      大阪府                  　 84 鳥屋尾　三郎    鳥屋尾 千代子  大阪府                  　

47 小川　陽一      小川　智津子    兵庫県                  　 85 石野　信明      小椋　満里子    奈良県                  　

48 田井　良治      松岡　悦子      大阪府                  　 86 中重　春雄      築山　玲子      奈良県                  　

49 梅本　博文      平野　勝美      和歌山県                　 87 東　照雄        平和　道子      大阪府                  　

50 上住　祥通      岩政　悦子      大阪府                  　 88 天満　雅美      箕城　厚子      大阪府                  　

51 廣海　康夫      廣海　明子      大阪府                  　 89 高安　幸夫      高安　伸子      京都府                  　

総出場組数：206組（延べ336組）出　場　者　名　簿

次ページへ続く↓ 次ページへ続く↓

シニアⅡＡ級戦スタンダード（WTF）　【MAＳ】 出場組数：17組

シニアⅢＡ級戦スタンダード（WF）　【ＧＡS】 出場組数：6組

Ｂ級戦スタンダード（WTFQ）　【JBS】 出場組数：76組



52 山中　邦光      岸本　悦子      大阪府                  　 90 左近　定司      吉田　明美      滋賀県                  　

53 小野　裕        西村　京子      大阪府                  　 91 大西　克典      大西　美千代    大阪府                  　

54 木村　修        辻本　和子      和歌山県                　 92 長谷　新三郎    上原　晶子      大阪府                  　

55 高島　康泰      杉本　久子      兵庫県                  　 93 板垣　清        柴田　潤子      京都府                  　

56 福森　章夫      福森　淳子      兵庫県                  　 94 高田　清        高田　百合子    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

13 東口　勲        中村　朱里      奈良県                  　 102 石橋　光宏      石橋　雅美      奈良県                  　

21 嶌岡　勲        木下　喜美代    奈良県                  　 103 原　周司        西村　美和      大阪府                  　

60 室塚　是智      松井　有子      京都府                  　 104 松森　重男      渡辺　美知代    大阪府                  　

96 服部　和也      西岡　春美      奈良県                  　 105 山本　好彦      山本　悦子      大阪府                  　

99 八田　吉璋      金田　貴美子    兵庫県                  　 106 谷中　和彦      鉄野　敏子      大阪府                  　

100 内田　一広      西杉　都        奈良県                  　 107 福井　信一      村瀬　和江      京都府                  　

101 坂本　裕満      甘利　恵美子    京都府                  　 108 佐々木　宏昌    糸井　千営子    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

62 山下　史雄      山下　美穂子    静岡県                  　 76 松本　耕治      田中　喜久子    京都府                  　

63 古川　泰義      川瀬　美恵子    大阪府                  　 77 氏田　勇        伊勢　喜美恵    奈良県                  　

64 松岡　靖郎      松岡　寿美      和歌山県                　 78 釘本　義直      秦泉寺 美那子  奈良県                  　

65 松下　和弘      川端　京子      大阪府                  　 79 西本　吉男      和田　澄子      京都府                  　

66 平野　慶一      平野　由紀代    大阪府                  　 80 八幡　浩二      進藤　康子      滋賀県                  　

67 小林　良平      谷垣　民子      大阪府                  　 81 西村　雅英      西村　幸子      兵庫県                  　

68 辻野　和宏      藤原　千栄子    大阪府                  　 82 野村　孝        玉井　美子      京都府                  　

69 山内　茂義      中橋　エミ      大阪府                  　 90 左近　定司      吉田　明美      滋賀県                  　

70 安田　高文      安田　美智子    滋賀県                  　 94 高田　清        高田　百合子    兵庫県                  　

71 山本　哲造      山本　ケイ子    大阪府                  　 110 高谷　勝        松阪　栄子      大阪府                  　

72 今里　清幸      山田　静代      大阪府                  　 111 木野　博幸      奥野　典子      奈良県                  　

73 小田　周二      小田　房江      大阪府                  　 112 立花　美實      近藤　やす子    静岡県                  　

74 坂本　裕二      山口　和子      大阪府                  　 113 山本　秀夫      山本　恵美子    山口県                  　

75 村田　豊秋      南部　良子      大阪府                  　 114 勝部　守        勝部　千佳子    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

97 伊藤　順一      伊藤　通子      奈良県                  　 140 塩谷　功        吉村　恵美子    大阪府                  　

110 高谷　勝        松阪　栄子      大阪府                  　 141 辻田　行雄      田中　洋子      大阪府                  　

112 立花　美實      近藤　やす子    静岡県                  　 142 滝本　重信      水野　まゆみ    兵庫県                  　

113 山本　秀夫      山本　恵美子    山口県                  　 143 赤崎　英雄      門寺　千鶴子    大阪府                  　

115 小西　憲三      小西　和子      奈良県                  　 144 井手　進        谷口　佳津子    大阪府                  　

116 松永　繁木      松永　コマツ    京都府                  　 145 川合　三治      川合　紀美子    大阪府                  　

117 佐藤　正祥      佐藤　秀子      大阪府                  　 146 中村　晋也      藤原　春美      兵庫県                  　

118 木村　実        栗林　ちあき    奈良県                  　 147 矢切　胖        前田　加代子    三重県                  　

119 空木　光治      空木　清美      京都府                  　 148 竹内　靖明      足立　幸子      大阪府                  　

120 帖地　忠義      井澤　昌子      鹿児島県                　 149 柴垣　孝二      水野　弘美      大阪府                  　

121 田辺　伸親      田辺　栄子      三重県                  　 150 萩原　一輝      南　須美子      奈良県                  　

122 中　昇          横山　陽子      京都府                  　 151 安井　亮吉      安井　民子      大阪府                  　

123 谷本　芳廣      竹内　慶子      大阪府                  　 152 佐々木　征三    佐々木　絢子    大阪府                  　

124 澤田　章        山口　絹代      大阪府                  　 153 森田　武司      髙城　登喜子    和歌山県                　

125 大久保　昌克    後藤　タカ子    大阪府                  　 154 二井　康雄      二井　道子      大阪府                  　

126 土井　康精      福島　光子      大阪府                  　 155 野瀬　喜久雄    千代　和子      滋賀県                  　

127 中井　雅則      米澤　吉子      大阪府                  　 156 畠田　敏幸      畠田　純子      大阪府                  　

128 石井　敏雄      石井　淑子      千葉県                  　 157 馬目　洋一      馬目　八重子    和歌山県                　

129 樋口　吉治      樋口　玉子      三重県                  　 158 野々口　隆      野々口 美佐子  奈良県                  　

130 松葉　宏義      嶋崎　光枝      大阪府                  　 159 吉本　進一      住山　美和      和歌山県                　

131 間澤　義貴      渡邉　美恵      大阪府                  　 160 築山　博        川口　ひろみ    大阪府                  　

出場組数：57組

↓前ページから続く ↓前ページから続く

次ページへ続く↓ 次ページへ続く↓

Ｃ級戦スタンダード１（WTF）　【JCS1】

シニアⅡＢ級戦スタンダード（WＴF）　【ＭＢS】 出場組数：14組

シニアⅢＢ級戦スタンダード（ＴF）　【ＧＢS】 出場組数：28組



132 平木　康友      陳　聖恵        京都府                  　 161 正木　俊司      正木　翠        兵庫県                  　

133 宮本　正一      川上　まゆ美    和歌山県                　 162 石森　辰夫      石森　好子      大阪府                  　

134 小川　政義      小川　初枝      京都府                  　 163 福井　一夫      福井　美代子    奈良県                  　

135 石倉　信宏      立道　宜子      兵庫県                  　 164 久積　寿夫      久積　美知子    奈良県                  　

136 穂積　恒喜      森岡　美智代    兵庫県                  　 165 川上　昭光      小林　美枝子    大阪府                  　

137 渡邊　正樹      渡邊　照代      京都府                  　 166 北羅　千昌      堀田　郷子      大阪府                  　

138 板本　周治      八木　美貴子    京都府                  　 167 西倉　富士夫    宮崎　マリ子    滋賀県                  　

139 河合　貞男      奥ノ　文代      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

83 吉塚　茂夫      吉塚　緑        和歌山県                　 146 中村　晋也      藤原　春美      兵庫県                  　

111 木野　博幸      奥野　典子      奈良県                  　 147 矢切　胖        前田　加代子    三重県                  　

112 立花　美實      近藤　やす子    静岡県                  　 148 竹内　靖明      足立　幸子      大阪府                  　

113 山本　秀夫      山本　恵美子    山口県                  　 149 柴垣　孝二      水野　弘美      大阪府                  　

127 中井　雅則      米澤　吉子      大阪府                  　 150 萩原　一輝      南　須美子      奈良県                  　

128 石井　敏雄      石井　淑子      千葉県                  　 151 安井　亮吉      安井　民子      大阪府                  　

129 樋口　吉治      樋口　玉子      三重県                  　 152 佐々木　征三    佐々木　絢子    大阪府                  　

130 松葉　宏義      嶋崎　光枝      大阪府                  　 153 森田　武司      髙城　登喜子    和歌山県                　

131 間澤　義貴      渡邉　美恵      大阪府                  　 154 二井　康雄      二井　道子      大阪府                  　

132 平木　康友      陳　聖恵        京都府                  　 155 野瀬　喜久雄    千代　和子      滋賀県                  　

133 宮本　正一      川上　まゆ美    和歌山県                　 156 畠田　敏幸      畠田　純子      大阪府                  　

134 小川　政義      小川　初枝      京都府                  　 157 馬目　洋一      馬目　八重子    和歌山県                　

135 石倉　信宏      立道　宜子      兵庫県                  　 158 野々口　隆      野々口 美佐子  奈良県                  　

136 穂積　恒喜      森岡　美智代    兵庫県                  　 162 石森　辰夫      石森　好子      大阪府                  　

137 渡邊　正樹      渡邊　照代      京都府                  　 163 福井　一夫      福井　美代子    奈良県                  　

138 板本　周治      八木　美貴子    京都府                  　 164 久積　寿夫      久積　美知子    奈良県                  　

139 河合　貞男      奥ノ　文代      大阪府                  　 165 川上　昭光      小林　美枝子    大阪府                  　

140 塩谷　功        吉村　恵美子    大阪府                  　 166 北羅　千昌      堀田　郷子      大阪府                  　

141 辻田　行雄      田中　洋子      大阪府                  　 167 西倉　富士夫    宮崎　マリ子    滋賀県                  　

142 滝本　重信      水野　まゆみ    兵庫県                  　 168 西原　良雄      熊谷　誠子      大阪府                  　

143 赤崎　英雄      門寺　千鶴子    大阪府                  　 169 長野　温斗      長野　陽子      京都府                  　

144 井手　進        谷口　佳津子    大阪府                  　 170 高野　弘司      梶原　美由姫    大阪府                  　

145 川合　三治      川合　紀美子    大阪府                  　 171 立岡　孝三      立岡　晴子      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

98 大杉　一巳      大杉　真理      奈良県                  　 183 北山　薫        北山　千鶴子    大阪府                  　

161 正木　俊司      正木　翠        兵庫県                  　 184 小山　穰        小山　雅子      奈良県                  　

171 立岡　孝三      立岡　晴子      大阪府                  　 185 中村　正雄      加増　正子      滋賀県                  　

173 鷲尾　康行      鷲尾　美佐子    奈良県                  　 186 村田　康夫      十時　育子      大阪府                  　

174 清水　曻        森脇　ミヨ子    大阪府                  　 187 嘉手納　智則    山野　清子      大阪府                  　

175 阪井　満        仙頭　敬子      大阪府                  　 188 鶴　忠秋        下原　博子      京都府                  　

176 戸田　浩        水瀨　利惠      大阪府                  　 189 奥村　晃三      奥村　あつ子    大阪府                  　

177 中西　修        中西　眞理子    大阪府                  　 190 岡元　孝一      下山　久子      大阪府                  　

178 西川　政之      徳岡　美幸      兵庫県                  　 191 中尾　法郎      坂野　京子      京都府                  　

179 小林　博        小林　順子      大阪府                  　 192 浜口　正和      浜口　洋子      大阪府                  　

180 横山　良昭      横山　悦子      大阪府                  　 193 松田　廣司      大西　貴美子    滋賀県                  　

181 山形　義一      山形　和美      大阪府                  　 194 仲　忠視        竹下　弘子      京都府                  　

182 山根　茂裕      山根　和子      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

194 仲　忠視        竹下　弘子      京都府                  　 198 田澤　義輔      西谷　アサ      大阪府                  　

195 小川　弘        小川　フサ子    和歌山県                　 199 平井　榮一      川東　千絵子    滋賀県                  　

196 福本　愈        福本　ひとみ    和歌山県                　 200 南埜　恒雄      豊田　清美      大阪府                  　

197 田中　俊六      荷出　弘子      大阪府                  　 201 中村　和雄      中村　八重子    滋賀県                  　

↓前ページから続く ↓前ページから続く

Ｃ級戦スタンダード２（WTQ）　【JCS2】 出場組数：46組

Ｄ級戦スタンダード（WT）　【ＪＤＳ】 出場組数：25組

ノービス戦スタンダード１（W）　【ＪNS1】 出場組数：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

194 仲　忠視        竹下　弘子      京都府                  　 198 田澤　義輔      西谷　アサ      大阪府                  　

195 小川　弘        小川　フサ子    和歌山県                　 199 平井　榮一      川東　千絵子    滋賀県                  　

196 福本　愈        福本　ひとみ    和歌山県                　 200 南埜　恒雄      豊田　清美      大阪府                  　

197 田中　俊六      荷出　弘子      大阪府                  　 201 中村　和雄      中村　八重子    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

202 西出　雅明      土田　利子      奈良県                  　 204 黒崎　美智子    中川　順子      大阪府                  　

203 中尾　敏美      炭竃　暁美      奈良県                  　 205 西濱　進太朗    西濱　由規      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

20 岩出　繁        笹原　洋子      大阪府                  　 82 野村　孝        玉井　美子      京都府                  　

57 上米良　太      上米良　聡子    京都府                  　 95 坊　正信        糸原　初枝      大阪府                  　

58 後藤　監治      堀口　千晶      兵庫県                  　 96 服部　和也      西岡　春美      奈良県                  　

59 横田　久昭      坂本　たつみ    神奈川県                　 97 伊藤　順一      伊藤　通子      奈良県                  　

81 西村　雅英      西村　幸子      兵庫県                  　 98 大杉　一巳      大杉　真理      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

14 堀　秀彦        小川　峰子      奈良県                  　 61 矢部　俊明      矢部　直子      岡山県                  　

15 小西　英男      小西　ケイト    愛知県                  　 109 栗林　幸範      左雲　和子      大阪府                  　

16 金田　好充      金田　好美      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

17 佐藤　俊治      樋口　朱美      徳島県                  　 89 高安　幸夫      高安　伸子      京都府                  　

22 藤本　悟        藤本　幸子      兵庫県                  　 90 左近　定司      吉田　明美      滋賀県                  　

23 長門　久        安田　和子      京都府                  　 108 佐々木　宏昌    糸井　千営子    滋賀県                  　

84 鳥屋尾　三郎    鳥屋尾 千代子  大阪府                  　 114 勝部　守        勝部　千佳子    大阪府                  　

85 石野　信明      小椋　満里子    奈良県                  　 159 吉本　進一      住山　美和      和歌山県                　

86 中重　春雄      築山　玲子      奈良県                  　 160 築山　博        川口　ひろみ    大阪府                  　

87 東　照雄        平和　道子      大阪府                  　 172 大島　隆衛      大島　芙美子    京都府                  　

88 天満　雅美      箕城　厚子      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

91 大西　克典      大西　美千代    大阪府                  　 165 川上　昭光      小林　美枝子    大阪府                  　

92 長谷　新三郎    上原　晶子      大阪府                  　 166 北羅　千昌      堀田　郷子      大阪府                  　

93 板垣　清        柴田　潤子      京都府                  　 167 西倉　富士夫    宮崎　マリ子    滋賀県                  　

94 高田　清        高田　百合子    兵庫県                  　 190 岡元　孝一      下山　久子      大阪府                  　

162 石森　辰夫      石森　好子      大阪府                  　 191 中尾　法郎      坂野　京子      京都府                  　

163 福井　一夫      福井　美代子    奈良県                  　 192 浜口　正和      浜口　洋子      大阪府                  　

164 久積　寿夫      久積　美知子    奈良県                  　 193 松田　廣司      大西　貴美子    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

204 黒崎　美智子    中川　順子      大阪府                  　 206 竹内　RICHI    辻　恵子        兵庫県                  　

205 西濱　進太朗    西濱　由規      奈良県                  　

ノービス戦スタンダード２（T）　【ＪNS２】 出場組数：8組

わかくさ戦スタンダード（W）　【FXS】 出場組数：4組

Ｂ級戦ラテン（SCRP)　【ＪＢＬ】 出場組数：10組

わかくさ戦ラテン（Ｒ）　【ＦＸＬ】 出場組数：3組

シニアⅡＢ級戦ラテン（SCR)　【ＭＢＬ】 出場組数：5組

Ｃ級戦ラテン（SCR）　【ＪＣＬ】 出場組数：15組

Ｄ級戦ラテン（CR）　【ＪＤＬ】 出場組数：14組



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、シニアⅢは男女の一方が５５歳以上で他方が５０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

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

■ 正装

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

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

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

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。

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。
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級戦ラテン

回奈良県ダンススポーツ競技会入賞者の皆さま

①長野温斗・長野陽子

②櫻田りく・親川未来

③堀秀彦・小川峰子

④松林勝・藤めぐみ

⑤野本誠一・永津みあき

⑥中村喜久男・堀内潤子

⑦小西英男・加藤世里

級戦スタンダード１

①高安幸夫・高安伸子

②石野信明・小椋満里子

③松下和弘・川端京子

④村田豊秋・南部良子

⑤伊藤順一・伊藤通子

⑥高島康泰・杉本久子

①坊正信・糸原初枝

②岡本隆之・岡本典子

③石田勝・石田久代

④吉村たくみ・伊藤基子

⑤藤井勉・山野恵子

⑥松嶋平吉・松嶋菜々子

⑦鳥屋尾三郎・鳥屋尾千代子

Ａ級戦スタンダード

①松林勝・藤めぐみ

②堀秀彦・小川峰子

③石田勝・石田久代

④中本滋信・中本こずえ

⑤後藤元信・後藤佳子

⑥植村守・岡嶋聖子

ノービス戦スタンダード２

①平田義範・村田りか

②井川龍・細川千里

③湯川博行・湯川マリ子

④仲忠視・竹下弘子

⑤中村和雄・中村八重子

⑥嘉手納智則・山野清子

⑦神田昌彦・和田千恵子

①石野信明・小椋満里子

②座光寺信行・東畑リカ子

③福井一夫・福井美代子

④東照雄・平和道子

⑤高田清・高田百合子

⑥諫山和幸・諫山敬子
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①日比勝治・中野早苗

②坂本裕満・甘利恵美子

③渡邉尚英・渡邉真弓
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①石野信明・小椋満里子

②松下和弘・川端京子

③松本耕治・田中喜久子

④村田豊秋・南部良子

⑤西村雅英・西村幸子

⑥滝本重信・水野まゆみ

⑦高島康泰・杉本久子

①西岡道雄・井上栄子

②小谷晃生・小谷富子

③中西修・中西眞理子

④松田廣司

①三原好雄・三原英子

②黒澤克巳・黒澤直子

③福井信一・村瀬和江
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⑤谷中和彦・鉄野敏子

⑥清水正文・清水千鶴

①鶴忠秋・下原博子

②塩田作司・谷山裕子

③中西修・中西眞理子

④足高康正・足高博子

⑤村田康夫・十時育子
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⑦髙田弘・髙田忠子
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スポレク戦スタンダード

ノービス戦ラテン２

スポレク戦スタンダード

ノービス戦ラテン２

①小西憲三・小西和子

②野々口隆・野々口美佐子

③久積寿夫・久積美知子

④松田清隆・土谷暁子

スポレク戦スタンダード

ノービス戦ラテン２

①松田廣司・大西貴美子

②西岡道雄・井上栄子

③中西修・中西眞理子

④小谷晃生・小谷富子

⑤松下清一・永田三枝

①小西憲三・小西和子
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〒６００－８３５７

ＴＥＬ ： ０７５－８０１－０２５１

e-mail ： kyoto@esn.jp

わかくさ戦スタンダード

６００－８３５７ 京都市下京区五条通堀川西入ル柿本町

０７５－８０１－０２５１

kyoto@esn.jp

わかくさ戦スタンダード

京都市下京区五条通堀川西入ル柿本町

０７５－８０１－０２５１ ＦＡＸ ： ０７５－８０１－０２５３

わかくさ戦スタンダード

①早崎八郎・松田美緒

②枝松三男・好井弘子

③中尾敏美・炭竃暁美

京都市下京区五条通堀川西入ル柿本町

０７５－８０１－０２５３

①早崎八郎・松田美緒

②枝松三男・好井弘子

③中尾敏美・炭竃暁美

京都市下京区五条通堀川西入ル柿本町６１８

０７５－８０１－０２５３

①早崎八郎・松田美緒

②枝松三男・好井弘子

③中尾敏美・炭竃暁美
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2015/10/31
まほろば円舞会を後援

2016/3/26
スタンダード講習会

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。

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、

年２回の講習会などを開催しています。

サマーダンスパーティー

ねんりんピックに参加

都道府県対抗戦に参加

新春大ダンスパーティー

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、

2015/6/13
サマーダンスパーティー

2015/10/18
ねんりんピックに参加

2015/11/8
都道府県対抗戦に参加

2016/1/11
新春大ダンスパーティー

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、

サマーダンスパーティー

10/18
ねんりんピックに参加

都道府県対抗戦に参加

新春大ダンスパーティー

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、

2015/
ラテン講習会

2015/
月例ダンスパーティーを開始

2015/
第３９回競技会

2015/
指導員研修会

年約１０回の月例ダンスパーティー、

2015/7/11
ラテン講習会

2015/9/13
月例ダンスパーティーを開始

2015/11/23
第３９回競技会

2015/12/6
指導員研修会



【日時】

【会場】

     

【会費】

     

     

競技選手クラスのアテンダントが、数名待機しています。パートナーチェンジ、競技選手クラスのアテン

ダントと踊れるミニデモ、好評の相手選びミニデモ等、楽しいプログラムが満載です。

お問合せ先：

  

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

サマーダンスパーティーのご案内
【日時】

【会場】

     

【会費】

     

     

競技選手クラスのアテンダントが、数名待機しています。パートナーチェンジ、競技選手クラスのアテン

ダントと踊れるミニデモ、好評の相手選びミニデモ等、楽しいプログラムが満載です。

お問合せ先：186

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、競技会などの各種イベントをお知らせします。

◎ 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。

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

サマーダンスパーティーのご案内
７月 3 日（日）１３

三郷町スポーツセンター・サブアリーナ

     （近鉄生駒線信貴山下駅下車すぐ、駐車場無料、冷房完備

前売シングル

     前売カップル券：

     当日券：1500

競技選手クラスのアテンダントが、数名待機しています。パートナーチェンジ、競技選手クラスのアテン

ダントと踊れるミニデモ、好評の相手選びミニデモ等、楽しいプログラムが満載です。

186-090-

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、競技会などの各種イベントをお知らせします。

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。

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

三郷町

奈良県ダンススポーツ連盟主催

サマーダンスパーティーのご案内
日（日）１３

三郷町スポーツセンター・サブアリーナ

近鉄生駒線信貴山下駅下車すぐ、駐車場無料、冷房完備

シングル券：1000

前売カップル券：1500

1500 円

競技選手クラスのアテンダントが、数名待機しています。パートナーチェンジ、競技選手クラスのアテン

ダントと踊れるミニデモ、好評の相手選びミニデモ等、楽しいプログラムが満載です。

-8468-0089

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、競技会などの各種イベントをお知らせします。

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。

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

三郷町スポーツセンター

奈良県ダンススポーツ連盟主催

サマーダンスパーティーのご案内
日（日）１３：００～１６

三郷町スポーツセンター・サブアリーナ

近鉄生駒線信貴山下駅下車すぐ、駐車場無料、冷房完備

1000 円（会員は当日

1500 円（会員は当日

（会員への返金はありません）

競技選手クラスのアテンダントが、数名待機しています。パートナーチェンジ、競技選手クラスのアテン

ダントと踊れるミニデモ、好評の相手選びミニデモ等、楽しいプログラムが満載です。

0089（大江）

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、競技会などの各種イベントをお知らせします。

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。

競技会、パーティー
に掲載・収録

スポーツセンター

奈良県ダンススポーツ連盟主催

サマーダンスパーティーのご案内
００～１６：３０

三郷町スポーツセンター・サブアリーナ

近鉄生駒線信貴山下駅下車すぐ、駐車場無料、冷房完備

（会員は当日

（会員は当日

（会員への返金はありません）

競技選手クラスのアテンダントが、数名待機しています。パートナーチェンジ、競技選手クラスのアテン

ダントと踊れるミニデモ、好評の相手選びミニデモ等、楽しいプログラムが満載です。

（大江）

奈良県ダンススポーツ連盟ホームページ（http://nara.jdsf.or.jp/

ダンスパーティー、講習会、競技会などの各種イベントをお知らせします。

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。

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

奈良県ダンススポーツ連盟主催

サマーダンスパーティーのご案内
３０ （１２：３０開場）

三郷町スポーツセンター・サブアリーナ （Tel：0745

近鉄生駒線信貴山下駅下車すぐ、駐車場無料、冷房完備

（会員は当日 500 円返金、当日入会可）

（会員は当日一人当り

（会員への返金はありません）

競技選手クラスのアテンダントが、数名待機しています。パートナーチェンジ、競技選手クラスのアテン

ダントと踊れるミニデモ、好評の相手選びミニデモ等、楽しいプログラムが満載です。

http://nara.jdsf.or.jp/

ダンスパーティー、講習会、競技会などの各種イベントをお知らせします。

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。

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

奈良県ダンススポーツ連盟主催

サマーダンスパーティーのご案内
（１２：３０開場）

0745-73-8341

近鉄生駒線信貴山下駅下車すぐ、駐車場無料、冷房完備）

円返金、当日入会可）

一人当り 500 円返金、当日入会可）

（会員への返金はありません）

競技選手クラスのアテンダントが、数名待機しています。パートナーチェンジ、競技選手クラスのアテン

ダントと踊れるミニデモ、好評の相手選びミニデモ等、楽しいプログラムが満載です。

http://nara.jdsf.or.jp/）

ダンスパーティー、講習会、競技会などの各種イベントをお知らせします。

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。

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。

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

サマーダンスパーティーのご案内
（１２：３０開場）

8341）

）

円返金、当日入会可）

円返金、当日入会可）

競技選手クラスのアテンダントが、数名待機しています。パートナーチェンジ、競技選手クラスのアテン

ダントと踊れるミニデモ、好評の相手選びミニデモ等、楽しいプログラムが満載です。

）では、

ダンスパーティー、講習会、競技会などの各種イベントをお知らせします。

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。

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。

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

サマーダンスパーティーのご案内

円返金、当日入会可）

競技選手クラスのアテンダントが、数名待機しています。パートナーチェンジ、競技選手クラスのアテン

ダンスパーティー、講習会、競技会などの各種イベントをお知らせします。

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。

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。

競技選手クラスのアテンダントが、数名待機しています。パートナーチェンジ、競技選手クラスのアテン

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、
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、

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。

しています。

お問い合わせは、

グレースは、「
初級～中級のサークルです。
お問い合わせは、０９０

３
行っています。
お問い合わせは、

ひまわりは、平成

お問い合わせは、

JDSF

活動場所

活動日時

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、
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、

JDSF

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。

しています。

お問い合わせは、

JDSF

活動場所

活動日時

指

グレースは、「
初級～中級のサークルです。
お問い合わせは、０９０

JDSF

活動場所

活動日時

指

３SD は、2003
行っています。
お問い合わせは、

JDSF

活動場所

活動日時

指

ひまわりは、平成

お問い合わせは、

JDSF 認定

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、
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、090-4293

JDSF 認定

活動場所：奈良市富雄公民館

活動日時：毎週水曜日

指 導 者：

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。

お問い合わせは、090-9053

JDSF 認定サークル

活動場所：生駒市図書会館、奈良市とみの里ふれあい会館

活動日時：毎週土曜日

導 者：大西

グレースは、「Dance is Best
初級～中級のサークルです。
お問い合わせは、０９０-５６６３

JDSF 認定サークル

活動場所：上牧町ペガサス小ホール

活動日時：月２回

指 導 者：

2003 年から続いているサークルで、月に２回、第１，３土曜日に、上牧町ペガサス小ホールでレッスンを
行っています。 上牧町文化協会のダンスサークル
お問い合わせは、090-3277

JDSF 認定サ

活動場所：西大和地区公民館

活動日時：毎週金曜日

指 導 者：

ひまわりは、平成 23 年から続いているサークルで、毎週金曜日に、西大和公民館で自主練習を行っています。

お問い合わせは、0745-73

認定サークル

三郷町 スポーツセンターサブアリーナ

月３回 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、
めの基本的なテクニックを学んでいます。

4293-8041（清水

認定サークル

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。

興味のある方は気軽に見学にお出で下さい。

9053-8882（一越）・

認定サークル

生駒市図書会館、奈良市とみの里ふれあい会館

毎週土曜日

大西 光子

Dance is Best 社交ダンスは楽しい」をモットーに、明るく楽しく品位のある社交ダンスを目指している
初級～中級のサークルです。 また、毎月第２日曜日は生駒図書会館で月例ダンスパーティーを開催しています。

５６６３-６９６５（笠井）まで。

認定サークル

上牧町ペガサス小ホール

月２回 第１，３土曜日

：蛭間 良子、仁野

年から続いているサークルで、月に２回、第１，３土曜日に、上牧町ペガサス小ホールでレッスンを
上牧町文化協会のダンスサークル
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活動停止期を経
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新までのほぼ全競技会における、全入賞者
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２０年記念
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本記念誌は、１冊１０００円で実費販売いた
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発足２０年を記念して、記念誌「奈良県
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090-8468-0089

奈良県ダンススポーツ連盟会員の皆様

には、無料でお配りいたします。

のお知らせ

発足２０年を記念して、記念誌「奈良県

は、１冊１０００円で実費販売いた

0089（大江）

奈良県ダンススポーツ連盟会員の皆様

発足２０年を記念して、記念誌「奈良県

は、１冊１０００円で実費販売いた

（大江）

奈良県ダンススポーツ連盟会員の皆様
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