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歓迎のことば

ゆく秋の感慨も深い今日この頃、今年も全国各地から多

くの皆様をお迎えし、ここ宇陀市におきまして第 52 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。

宇陀市では、爽やかな大和高原でスポーツによるまちづ

くりを進めています。宇陀市総合体育館で毎年競技会を開

催していただいていることを光栄に感じています。ダンス

スポーツは幅広い年齢層が楽しめて、スピード感やステッ

プなど華麗で魅力的なスポーツです。

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、卓越した技

術を競われるとともに、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、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。

【奈良カエデの郷ひらら】

1935 年の建築で、2006 年に廃校となった宇
う

太
た

小学校

の建物を再利用し、昭和の雰囲気を残した旧木造校舎内に

は、ギャラリー・図書館・イベントスペース・カフェ・ゲ

ストハウスなどがあります。

校庭跡は世界のカエデ約 1,200 品種、3,000 本が植栽

された「日本唯一のカエデ植物園」で、春の芽吹きのシー

ズンと秋の紅葉のシーズンの両方で、美しいカエデを楽しむことができます。カフェでは、懐

かしの学校給食ランチを楽しんだりすることもできます。

また、木造校舎で泊まってみてはいかがですか。ノスタルジックな空間をお楽しみいただけ

ます。

【場  所】奈良県宇陀市菟田野古市場 135‐2

【開園時間】10：00～17：00 【入 園 料】無料

【休 園 日】月曜日（祝日の場合は、火曜日）

【アクセス】車で ：名阪国道針インターから、国道 369 号を南下し、県道 218 号内牧菟田

野線経由で約 30 分（駐車場無料）

      電車で：近鉄大阪線榛原駅南出口を出て、奈良交通バス④のりばから、10 系統

菟田野行、または 15 系統東吉野村役場行で「古市場水分神社前」下車、

徒歩約 3 分

宇陀市長 金剛 一智



2024 パリオリンピックに

ダンススポーツのブレイキンが登場！

本日昼休みに、奈良県で活躍する選手たちが練習成果を披露します

ブレイキン(ブレイクダンス)は 1970 年代にニューヨークで生まれ、ヒッ

プホップ創成期に誕生し、ギャング同士の争いをダンスで行うといった平和

的なカルチャーにルーツを持つ。

元々は自己表現を行うツールのアートとして、人々が共通的に楽しむ事が

出来るダンスとして、またそこに様々なアクロバットな動きなどを加えたス

ポーツとして。

様々な要素を取り込み、2018年にブエノスアイレスのユースオリンピッ

クでデビュー、2024年にはパリオリンピック競技として採択されるなど、

今注目のダンススポーツ。

JDSF は、2018 年から内部に「ブレイクダンス本部」を設けて、活動の場

を提供しています。



新型コロナ対策の取り組みとお願い

選手の皆さまへのお願い

・ 競技中を除いて、場内ではマスクを着用してください。

・ 更衣は、背番号毎に指定された選手席で行ってください。

・ フロアーの後部スペースには、現在の競技および次の競技に出場する選手のみ入れます。

それ以外の選手は、選手席かロビーで待機してください。

・ 場内での練習は控えてください。

・ 食事は、二階観覧席またはロビーをご利用ください。体育館アリーナでの飲食は禁止さ

れています。

・ 密集を避けるため成績は掲示しませんので、競技結果はスマホで確認してください（下

の説明を参照）。

スマホによる競技結果の確認方法

・ スマホのQRコード読み取りカメラで、下の

QRコードを読み取って、表示されるURLを

開くと、右の画面が表示されます。

・ 各競技終了から１、２分後に、その競技の結

果と次のラウンドのヒート割表が表示され

ます。

・ 競技が終了しても結果が表示されない場合

は、画面を上から下に向かってゆっくりスワ

イプすると更新マーク が現れて、画面が

更新されます。

・ 決勝の結果は表示されません。

※ 上の QR コードは、パンフレットの裏表紙に

も表示されています。

URL：
http://nara/jdsf/or.jp/221105
/S221105.html



選 手 席
席の番号は背番号に対応しています。

他の選手の席に荷物を置かないように願います。
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選手受付時間

スタンダード（シニアⅡA、ⅢA、ⅣA、スポレク）  9:00～ 9:30

スタンダード（ A、B ）  9:35～10:35

スタンダード（ C、Ｄ ） 10:45～12:30

ラ　テ　ン　（Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ） 12:40～15:00

No 時刻 略称 競技名 ラウンド 種目 出場 H数 UP数 時間

10:00 18

1 10:18 RAS シニアⅣA級戦Ｓ 最終予選 W･T 14 2 10 08

2 10:26 FSS スポレク戦 準決勝 W･T 3 1 3 04

3 10:30 MAS シニアⅡA級戦Ｓ 準決勝 W･F･Q 12 1 6 06

4 10:36 GAS シニアⅢA級戦Ｓ 準決勝 T･Ｆ 10 1 6 04

5 10:40 RAS シニアⅣA級戦Ｓ 準決勝 W･T 10 1 6 04

6 10:44 FSS スポレク戦 決勝 W･T 3 1 順位 04

7 10:48 MAS シニアⅡA級戦Ｓ 決勝 W･F･Q 6 1 順位 06

8 10:54 GAS シニアⅢA級戦Ｓ 決勝 T･Ｆ 6 1 順位 04

9 10:58 RAS シニアⅣA級戦Ｓ 決勝 W･T 6 1 順位 04

11:02 12

10 11:14 JBS JDSF B級戦S １次予選 W･T･Ｆ 37 4 24 22

11 11:36 JAS JDSF A級戦S １次予選 W･T･Ｆ･Q 37 4 24 29

12 12:05 JBS JDSF B級戦S ２次予選 W･T･Ｆ 24 3 18 17

13 12:22 JAS JDSF A級戦S ２次予選 W･T･Ｆ･Q 24 3 18 22

12:44 46

13:30 08

14 13:38 JCS JDSF C級戦S １次予選 W･T 25 3 18 12

15 13:50 JBS JDSF B級戦S 最終予選 W･T･Ｆ･Q 18 2 12 16

16 14:06 JAS JDSF A級戦S 最終予選 W･T･V･Ｆ･Q 18 2 12 18

17 14:24 JCS JDSF C級戦S 最終予選 W･T･Ｆ 18 2 12 12

14:36 05

第52回 奈良県ダンススポーツ競技会 タイムテーブル

開会宣言・会長挨拶・来賓祝辞
チェアパーソン説明・審判員紹介・ラジオ体操（１８分）

スポレク戦・シニア戦の表彰式、フロア清掃　（１２分）

昼休憩～ブレイキン（ブレイクダンス）演技、フロア清掃　（４６分）

会長挨拶・チェアパーソン説明・審判員紹介　（８分）

休憩・フロア清掃　（５分）



No 時刻 略称 競技名 ラウンド 種目 出場 H数 UP数 時間

18 14:41 JDS JDSF D級戦S 準決勝 W･T 8 1 6 04

19 14:45 JCS JDSF C級戦S 準決勝 W･T･Ｆ 12 1 6 06

20 14:51 JBS JDSF B級戦S 準決勝 W･T･Ｆ･Q 12 1 6 08

21 14:59 JAS JDSF A級戦S 準決勝 W･T･V･Ｆ･Q 12 2 6 18

22 15:17 JDS JDSF D級戦S 決勝 W･T 6 1 順位 04

23 15:21 JCS JDSF C級戦S 決勝 W･T･Ｆ 6 1 順位 06

24 15:27 JBS JDSF B級戦S 決勝 W･T･Ｆ･Q 6 1 順位 08

25 15:35 JAS JDSF A級戦S 決勝 W･T･V･Ｆ･Q 6 1 順位 10

15:45 03

15:48 12

26 16:00 JDL JDSF D級戦L 準決勝 C･R 5 1 5 04

27 16:04 JCL JDSF C級戦L 準決勝 S･C･R 6 1 6 06

28 16:10 JBL JDSF B級戦L 準決勝 S･C･R･P 9 1 6 08

29 16:18 JAL JDSF A級戦L 準決勝 S･C･R･P･J 10 1 6 10

30 16:28 JDL JDSF D級戦L 決勝 C･R 5 1 順位 04

31 16:32 JCL JDSF C級戦L 決勝 S･C･R 6 1 順位 06

32 16:38 JBL JDSF B級戦L 決勝 S･C･R･P 6 1 順位 08

33 16:46 JAL JDSF A級戦L 決勝 S･C･R･P･J 6 1 順位 10

16:56 03

16:59 10

17:09

　【お知らせ】

　◇ フロアへの入退場について
　　　次のヒートに出場する選手の女性役は、フロア後方の椅子に腰掛けてお待ちください。
　　　競技後はフロアの両サイドから退場して下さい。
　◇ 給水タイムについて
　　　A，Ｂ級戦の準決勝および決勝では、２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。
　　　なお、競技後は必ずペットボトルを持ち帰ってください。
　◇ 棄権・欠場について
　　　競技会当日の受付後に欠場・棄権をする場合は、事前に「欠場・棄権届」を直接
　　　チェアパーソンに提出してください。用紙は受付にあります。
　　　特に「欠場・棄権届」を提出せずに２次予選（第２ラウンド）を無断で欠場した場合
　　　は、１次予選通過の結果が抹消されますのでご注意ください。

オナーダンス（Ａ級戦スタンダード優勝者）

スタンダード（A級戦～D級戦）の表彰式、フロア清掃　（１２分）

オナーダンス（Ａ級戦ラテン優勝者）

ラテン（A級戦～D級戦）の表彰式　（１０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 小西　英男      小西　ケイト    愛知県 20 堀　秀彦        小川　峰子      奈良県

2 野田　農廣      今北　照子      滋賀県 21 森井　英実      橋辺　昌子      滋賀県

3 植村　和正      植村　澄子      京都府 22 森　晃士        森　仁美        三重県

4 石井　宏明      高橋　祐子      奈良県 23 岡内　唯一      岡内　暖羽      大阪府

5 岡島　雅明      岡島　恵子      大阪府 24 小田　周二      小田　房江      大阪府

6 林　敏雄        林　朱美        大阪府 25 森永　巧        北川　円        京都府

7 江添　武美      大川　恵子      京都府 26 清水　正文      清水　千鶴      奈良県

8 平本　幹雄      平本　幸子      大阪府 27 高田　波平      北山　栄子      大阪府

9 吉田　克人      吉田　麻里      奈良県 28 平木　康友      石橋　雅美      奈良県

10 米田　憲弘      米田　美砂子    兵庫県 29 藤井　正三      丸田　和子      大阪府

11 櫻井　大二郎    櫻井　麻知代    愛知県 30 潮　和男        室谷　純子      兵庫県

12 福森　章夫      福森　淳子      大阪府 31 古川　博一      檜垣　玲子      京都府

13 戸田　功        戸田　美加子    愛知県 32 伊藤　傑        清水　仁生      北海道

14 桂　宏光        田和　淳子      大阪府 33 森川　明        迫川　百合子    大阪府

15 磯　史郎        磯　秀子        滋賀県 34 新田　常博      佐伯　カンミ    奈良県

16 加藤　修久      加藤　裕子      大阪府 35 三輪　博之      馬渕　裕美      岐阜県

17 竹内　厚人      竹内　妙子      大阪府 36 荒木　隆雄      荒木　けい子    愛知県

18 長村　和也      長村　祥子      奈良県 37 野田　正晴      高橋　奈保子    兵庫県

19 西河　健        日野　光江      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

19 西河　健        日野　光江      滋賀県 32 伊藤　傑        清水　仁生      北海道

20 堀　秀彦        小川　峰子      奈良県 38 大下　静男      植田　幸世      兵庫県

21 森井　英実      橋辺　昌子      滋賀県 39 松本　啓佑      松本　早織      奈良県

22 森　晃士        森　仁美        三重県 40 佐藤　寿一      佐藤　美奈子    岡山県

23 岡内　唯一      岡内　暖羽      大阪府 41 坂本　啓介      山内　秀美      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

24 小田　周二      小田　房江      大阪府 59 土井　和夫      松本　綾子      大阪府

32 伊藤　傑        清水　仁生      北海道 60 荒川　卓三      荒川　澄子      大阪府

42 西垣　昭造      橋本　誠子      大阪府 61 内藤　康延      磯貝　与珠美    京都府

43 内田　主男      鈴木　峯子      京都府 62 西岡　賢治      西岡　昌子      奈良県

44 吉川　清志      福地　恵子      兵庫県 63 河野　嘉隆      笹倉　佐智子    兵庫県

45 田島　栄次      聴涛　真理      兵庫県 64 鈴村　正彦      鈴村　睦子      滋賀県

46 河野　利徳      俊成　和貴子    大阪府 65 畠田　敏幸      畠田　純子      大阪府

47 渡辺　高夫      渡辺　尚美      愛知県 66 蓮池　明        生駒　千佳子    大阪府

48 西村　雅英      西村　幸子      兵庫県 67 片山　啓二      本田　良子      大阪府

49 橋本　新三      橋本　里美      大阪府 68 松下　和弘      川端　京子      大阪府

次ページへ続く 次ページへ続く

ＪＤＳＦ Ｂ級戦スタンダード　【JBS】　W･T･F･(Q) 出場組数：36組

ＪＤＳＦ Ａ級戦スタンダード　【JAS】　W･T･(V)･F･Q 出場組数：37組

総出場組数：117組（延べ174組）出　場　者　名　簿

ＪＤＳＦ Ａ級戦ラテン　【JAL】　S･C･R･P･(J) 出場組数：10組

【　】は略称（　）は最終予選から　



50 木村　修        平塚　尚子      奈良県 69 柴垣　孝二      蓬田　とも子    大阪府

51 木村　健治      沖　るみ        大阪府 70 澤田　章        山口　絹代      大阪府

52 浅野　重信      柳　さゆり      大阪府 71 釘本　義直      秦泉寺 美那子  奈良県

53 濵　雅裕        濵　眞弓        大阪府 72 川合　三治      川合　紀美子    大阪府

54 内藤　剛        橋本　真理      大阪府 73 諫山　和幸      諫山　敬子      奈良県

55 高木　俊郎      谷口　佳津子    大阪府 74 小林　義弘      井口　加代      奈良県

56 山根　茂裕      山根　和子      大阪府 75 井戸川　吉次    蒲原　晴美      佐賀県

57 木野　博幸      奥野　典子      奈良県 118 交川　廣文      北村　優子      大阪府

58 上住　祥通      朱山　さなえ    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

32 伊藤　傑        清水　仁生      北海道 77 鵜飼　哲夫      義見　まり子    岐阜県

34 新田　常博      佐伯　カンミ    奈良県 78 古川　雅次      岡本　眞智子    東京都

37 野田　正晴      高橋　奈保子    兵庫県 79 山本　喜久      山本　京子      奈良県

63 河野　嘉隆      笹倉　佐智子    兵庫県 80 勝部　守        勝部　千佳子    大阪府

76 岡本　師通雄    岡澤　麗子      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

81 中島　雅典      國立　慶子      和歌山県 94 野々口　隆      野々口 美佐子  奈良県

82 空木　光治      空木　清美      京都府 95 大石　武        大石　和子      滋賀県

83 魚住　幹男      魚住　八重子    滋賀県 96 榊原　一成      時本　寿子      兵庫県

84 宇野　浩        武田　孝子      奈良県 97 足高　康正      足高　博子      大阪府

85 赤塚　修三      赤塚　桝子      和歌山県 98 福井　一夫      福井　美代子    奈良県

86 青葉　義雄      中村　久美子    大阪府 99 田澤　義輔      髙橋　要子      大阪府

87 丸澤　巖        堀本　恵美子    京都府 100 市岡　富夫      横田　ます子    京都府

88 木村　隆信      木村　立子      京都府 101 森　光男        岡崎　恵        徳島県

89 山形　義一      山形　和美      大阪府 102 山田　正昭      山田　恵美子    岐阜県

90 立花　美實      近藤　やす子    静岡県 103 久積　寿夫      久積　美知子    奈良県

91 立岡　孝三      立岡　晴子      大阪府 104 辻田　行雄      田中　洋子      奈良県

92 野瀬　喜久雄    千代　和子      滋賀県 105 北田　憲一      和田　秀子      奈良県

93 藤井　義宣      高橋　陽子      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

25 森永　巧        北川　円        京都府 98 福井　一夫      福井　美代子    奈良県

96 榊原　一成      時本　寿子      兵庫県 106 大原　敦子      辻井　ゆうこ    奈良県

97 足高　康正      足高　博子      大阪府 107 三輪　伸子      三輪　藍子      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

99 田澤　義輔      髙橋　要子      大阪府 109 谷口　和男      藤原　美紀      大阪府

前ページから続く 前ページから続く

ＪＤＳＦ Ｂ級戦ラテン　【JBL】　S･C･R･(P) 出場組数：9組

ＪＤＳＦ Ｃ級戦スタンダード　【JCS】　W･T･(F) 出場組数：25組

ＪＤＳＦ Ｃ級戦ラテン　【JCL】　(S)･C･R 出場組数：6組

Ｄ級戦スタンダード　【JDS】　W･T 出場組数：8組

次ページへ続く 次ページへ続く



101 森　光男        岡崎　恵        徳島県 110 高橋　精二      高橋　富佐子    大阪府

107 三輪　伸子      三輪　藍子      三重県 111 岡山　正路      岡山　陽子      奈良県

108 五島　泰雄      松井　芳枝      兵庫県 112 鳴戸　剛        前門　静子      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

64 鈴村　正彦      鈴村　睦子      滋賀県 101 森　光男        岡崎　恵        徳島県

74 小林　義弘      井口　加代      奈良県 107 三輪　伸子      三輪　藍子      三重県

100 市岡　富夫      横田　ます子    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

26 清水　正文      清水　千鶴      奈良県 32 伊藤　傑        清水　仁生      北海道

27 高田　波平      北山　栄子      大阪府 35 三輪　博之      馬渕　裕美      岐阜県

28 平木　康友      石橋　雅美      奈良県 79 山本　喜久      山本　京子      奈良県

29 藤井　正三      丸田　和子      大阪府 113 坂田　知代文    坂田　朝子      大阪府

30 潮　和男        室谷　純子      兵庫県 114 犬飼　準        犬飼　廣美      大阪府

31 古川　博一      檜垣　玲子      京都府 115 塩川　政邦      塩川　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

33 森川　明        迫川　百合子    大阪府 67 片山　啓二      本田　良子      大阪府

34 新田　常博      佐伯　カンミ    奈良県 68 松下　和弘      川端　京子      大阪府

35 三輪　博之      馬渕　裕美      岐阜県 75 井戸川　吉次    蒲原　晴美      佐賀県

65 畠田　敏幸      畠田　純子      大阪府 116 岸野　清        佐々木　貴子    大阪府

66 蓮池　明        生駒　千佳子    大阪府 117 近藤　貞司      近藤　知子      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

36 荒木　隆雄      荒木　けい子    愛知県 74 小林　義弘      井口　加代      奈良県

37 野田　正晴      高橋　奈保子    兵庫県 75 井戸川　吉次    蒲原　晴美      佐賀県

69 柴垣　孝二      蓬田　とも子    大阪府 80 勝部　守        勝部　千佳子    大阪府

70 澤田　章        山口　絹代      大阪府 102 山田　正昭      山田　恵美子    岐阜県

71 釘本　義直      秦泉寺 美那子  奈良県 116 岸野　清        佐々木　貴子    大阪府

72 川合　三治      川合　紀美子    大阪府 117 近藤　貞司      近藤　知子      三重県

73 諫山　和幸      諫山　敬子      奈良県 118 交川　廣文      北村　優子      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

103 久積　寿夫      久積　美知子    奈良県 105 北田　憲一      和田　秀子      奈良県

104 辻田　行雄      田中　洋子      奈良県

シニアⅢ Ａ級戦スタンダード　【GAS】　T･F 出場組数：10組

県スポレク祭クラス限定戦スタンダード　【FSS】　W･T 出場組数：3組

Ｄ級戦ラテン　【JDL】　C･R 出場組数：5組

前ページから続く 前ページから続く

シニアⅡ Ａ級戦スタンダード　【MAS】　W･F･Q 出場組数：12組

シニアⅣ Ａ級戦スタンダード　【RAS】　W･T 出場組数：13組





第 51 回奈良県ダンススポーツ競技会入賞者の皆さま

D級戦ラテン
① 三輪伸子・ 三輪藍子

② 市岡富夫・ 横田ます子

③ 浜口正和・ 浜口洋子

④ 高山和明・ 庄村寿子

Ａ級戦スタンダード

① 森晃士・ 森仁美

② 青井昭博・ 沼田暁子

③ 友田康晴・ 中村敏子

④ 植村和正・ 植村澄子

⑤ 竹内厚人・ 竹内妙子

⑥ 林伸男・ 林民子

①森晃士・ 森仁美

②大杉一巳・ 大杉真理

③堀秀彦・ 小川峰子

④安澤武彦・ 堀慶子

Ａ級戦ラテン

Ｃ級戦ラテン
① 宇出津弘昭・ 安田とも代

② 小田周二・ 小田房江

③ 榊原一成・ 時本寿子

④ 寺脇俊弘・ 庄司静江

⑤ 赤塚満廣・ 浜野輝子

⑥ 福井一夫・ 福井美代子

① 木村修・ 平塚尚子

② 福森章夫・ 福森淳子

③ 山内茂義・ 茶谷千栄

④ 宇出津弘昭・ 安田とも

代⑤ 内藤剛・ 橋本真理

⑥ 邑上幸雄・ 邑上公子

Ｂ級戦スタンダード
① 松本啓佑・ 松本早織

② 森井英実・ 橋辺昌子

③ 松平孝康・ 宮田陽子

④ 平田善範・ 村田りか

⑤ 秋山昌広・ 花園レイ

⑥ 石野信明・ 小椋満里子

Ｂ級戦ラテン

① 山野井太三・ 秋政邦江

② 魚住幹男・ 魚住八重子

③ 寺脇俊弘・ 庄司静江

④ 田口忠昭・ 田口一美

⑤ 榊原一成・ 時本寿子

⑥ 中島雅典・ 國立慶子

C級戦スタンダード

Ｄ級戦スタンダード
① 魚住幹男・ 魚住八重子

② 五島泰雄・ 松井芳枝

③ 鳴戸剛・ 前門静子

④ 亀井巧・ 周藤陽子

⑤ 市岡富夫・ 横田ます子

⑥ 浜口正和・ 浜口洋子

シニアⅣA級戦スタンダード

① 勝部守・ 勝部千佳子

② 清水正文・ 清水千鶴

③ 荒川卓三・ 荒川澄子

④ 邑上幸雄・ 邑上公子

⑤ 木野博幸・ 奥野典子

⑥ 土井和夫・ 松本綾子

シニアⅢA級戦スタンダード
① 安澤武彦・ 堀慶子

② 飯田国男・ 饗庭恵子

③ 澤田章・ 山口絹代

④ 長瀬義孝・ 植松真佐子

⑤ 蓮池明・ 生駒千佳子

⑥ 鶴忠秋・ 下原博子

シニアⅡA級戦スタンダード
① 林敏雄・ 林朱美

② 安澤武彦・ 堀慶子

③ 水野長志郎・ 島陽子

④ 庄野貢司・ 池田輝美

⑤ 大杉一巳・ 大杉真理

⑥ 松平孝康・ 宮田陽子

ならシニア元気フェスタ戦１
① 野々口隆・ 野々口美佐子

② 久積寿夫・ 久積美知子

③ 鳴戸剛・ 前門静子

④ 北田憲一・ 和田秀子



奈良県ダンススポーツ連盟では、年２回の競技会、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、月例（年約 10 回）の小ダンスパーティーを開催しています。

コロナ禍の前には、年２回の講習会も行っていましたが、現在は中断しています。

奈良県ダンススポーツ連盟この１年の活動
2021.11.3

第 50 回奈良県ダンススポーツ競技会
（宇陀市総合体育館）

2021.11.7
秋のダンス交流会

（西部生涯スポーツセンター）

2022.2.23
新春ダンス交流会

（西部生涯スポーツセンター）

月例ダンスパーティー（三郷町スポーツセンター）

2022.5.14
第 51 回奈良県ダンススポーツ競技会

（宇陀市総合体育館）

2022.7.18
サマーダンス交流会
（生駒市図書会館）

2021.12.26 2022. 2.272022.1.23 2022. 4.24

2022. 5.22 2022. 7.3 2022. 8.28 2022. 9.25



JDSF 認定サークル紹介

スポーツダンス研究会
【場所】 奈良市西部生涯スポーツセンター
【日時】 毎週金曜日 18：00～21：00
【指導者】 堀江 公子

スタンダードの個別指導と相互研鑚を通じて
ダンスのレベルアップを図っています。

お問合せは 090-3673-5304（下垣）まで

【場所】 上牧町ペガサス小ホール
【日時】 毎週土曜日 10：00～１２：00
【指導者】 蛭間 良子

お問合せは、090-3277-6449（吉岡）まで。

【場所】 三郷町 スポーツセンター・サブアリーナ
【日時】 第１水曜日 15：00～17：00 レッスン

第２、３水曜日 15：00～17：00 自主練習

【指導者】 竹田 義博、竹田 園美

クープルは、スタンダード各種目について、
滑らかで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。
お問合せは、090-5061-3468（上田）まで。

大仏ダンスクラブ
【場所】 橿原市中央公民館２階軽運動室
【日時】 毎週火曜日 13：00～１7：00

「身体に負担がなく幅広い年齢層が楽しめる
社交ダンス」をコンセプトに、現役競技選手
４人がインストラクターをしています。
また、月に２～３回、橿原市中央公民館、
たかつガーデンでダンスパーティーを
しています。
お問合わせは 080-5356-0875（梶原）まで。

ひまわり
【場所】 西大和地区公民館
【日時】 毎週金曜日 13：00～16：00
【指導者】 瀧本 勇発、蛭間 良子

JDSF 発行の「ダンススポーツ教本」
に基づいて自主練習を行っています。

お問合せは 0745-73-5329（岡本）まで。

三の丸
【場所】 大和郡山市中央公民館（三の丸会館）

３Ｆ小ホール
【日時】 月３～２回 土曜日 ９：３０～１１：３０

スタンダード種目の基礎を重点に、
パーティーで使えるダンスを学習して
います。
新たな仲間をお待ちしています。
お問合せは 080-5302-8754（伊東）まで。

グレース
【場所】 生駒市図書会館

奈良市とみの里ふれあい会館
【日時】 毎週土曜日 14：３０～17：００

「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。 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。
お問い合わせは０９０-５６６３-６９６５（笠井）まで。

【場所】 レイダンススタジオ
【日時】 毎週土曜日 10：00～12：00
【指導者】 川本 弥由、川本 竜

JDSF アダルト準強化選手が
ダンス技術を正確に楽しく教授。
小、中、高校生を中心に、ワイ
ワイにぎやかに練習しています。
お問合せは 090-8468-0089（大江）まで。



競技会役員

競技会会長 大江 偉夫

実行委員長 西村 増雄

チェアパーソン 奥田 徹 明正 和夫

スクルティニア 佐野 信哉  伊東 勝

スタッフ

受付 笠井 敏雄 小野村 順子 明正 和夫 堀田 隆

司会・進行 島 陽子 堀田 邦子

音響 白波瀬 利光

採点管理 佐野 信哉 上田 紀代子 梶原 美由姫

会場管理 下垣 都博 高野 弘司 伊東 勝 堀田 隆

救護 （看護師）

会計 明正 房江

ビデオ・写真 西村 増雄 笠井 敏雄

審 判 員

審判長 Ａ．天道 貞一（西部）  Ｂ．平川 安規子（西部）

Ｃ．伊藤 康雅（西部） Ｄ．砂田 由紀子（西部）

Ｅ．小松 愛（西部） Ｆ．笹山 治一（中部）

Ｇ．中西 えり奈（関東甲信越） Ｈ．森住 一生（PD 西部）

Ｉ．山本 陽子（PD 西部）    （敬称略）

役職名の補足説明

◆ 「チェアパーソン」は、旧
「競技長」と旧「採点管理
長」が統合されてできた新
競技長の正式呼称です。

◆ 「スクルティニア」は、旧
「競技会支援システム運用
資格者」を引き継いででき
た新採点管理者の正式呼称
です。



■お知らせ

本競技会の写真、映像および成績を、

奈良県ダンススポーツ連盟のホームページ

http://nara.jdsf.or.jp/ に掲載します。

（管理者：佐野）

Ａ級戦ラテン優勝者
森晃士・森仁美 組（三重県）

発行者 奈良県ダンススポーツ連盟

大江 偉夫 090-8468-0089

第 51回奈良県ダンススポーツ競技会のオナーダンス

A級戦スタンダード優勝者
森晃士・森仁美 組（三重県）

競技結果表示


