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ごあいさつ

このたび、一般社団法人奈良県ボールルームダンス連盟の「第３回ＰＤ西部ブロッ

クランキング競技奈良大会（第２９回奈良スーパーライジングダンス競技大会）」が、

ここ香芝市において、盛大に開催されますこと、また各地からお集まりいただきまし

た選手並びに関係者の皆さんをお迎えできますことは、誠に喜ばしく、心から歓迎を

申し上げます。

本市では、心豊かに健康に暮らせる街、誰もが生涯輝いていられる魅力ある街づく

りのより一層の推進に取り組んでおります。「楽しさ」「豊かさ」「マナー」が統合され

たボールルームダンスは、お子さんからシニア世代まで、年齢や性別を超えて多くの

方々に親しまれています。今後とも「いつでも、どこでも、いつまでも」楽しめるボ

ールルームダンスをより多くの方々に普及していただき、生涯スポーツの振興に更な

るご協力をお願い申し上げます。

選手の皆さんにおかれましては、本競技大会において日頃の練習の成果を十分に発

揮していただくとともに、お集まりの皆さんと交流を深められ、心に残る素晴らしい

大会となりますことをお祈り申し上げますとともに、併せて一般社団法人奈良県ボー

ルルームダンス連盟のますますのご発展と関係各位のご健勝を心からお祈り申し上げ

まして、ご挨拶とさせていただきます。

本日は「第 3 回ＰＤ西部ブロックランキング競技奈良大会、第２９回奈良スーパー

ライジングダンス競技大会」を「ＰＤ西部ブロックランキング」対象競技会として、

ここ香芝の地で開催いたします。

全国からたくさんのＰＤ・ＧＤ選手の皆様方にご参加いただき、白熱した大会とな

りました、心から感謝いたします。

奈良県ではＪＤＳＦの設立以来の方針である「国体・オリンピック」に競技として

参加することを目標にＪＤＳＦ－ＰＤ奈良県と奈良県ダンススポーツ連盟が連携し、

ダンススポーツの普及活動に邁進するとともに、次回奈良県で開催される国体にはダ

ンススポーツ競技として参加、運営することを目指し、各種ダンス競技団体との連携

も図りながら体制を作ってまいります。

本日ご参加ご支援をいただいた皆様方に心からお礼を申しあげます。

観客、選手の皆さま、本日は奈良で今年度初となるプレミアディビジョン（ＰＤ）

のランキング戦競技会にお越し頂きまして、誠にありがとうございます。

ここ香芝市は、昔からダンス競技が行われた伝統ある地です。まさにその地で、プ

レミアディビジョン（ＰＤ）のランキング戦が行われる事はとても喜ばしい事です。

プレミアディビジョンの競技会はこの西部ブロック圏では大阪府下と奈良でしか開催

されず、その切れのあるスピンやシャープなラテンダンスは、この競技会でしか観る

ことはできません。

ぜひ卓越した技量の選手の迫熱したダンススポーツ競技に盛大なご声援をお送りい

ただき、ダンススポーツの神髄に酔っていただけたらと思います。

大会名誉会長
吉田 弘明

（香芝市長）

大会会長
阪田 麗二

大会実行委員長

大江 偉夫



所要時間



所要時間



審判長　① 　酒井 文男　（PD） 　②　岩永 博　　（PD）

③ 　森住 一生　（ＰＤ） 　④　山本 陽子　（ＰＤ）

⑤ 　鈴木 智隆　（ＰＤ） 　⑥　阿部 泰樹　（ＰＤ）

⑦ 　阪田 依誉　（ＰＤ） 　⑧　平川 安規子 （ＧＤ）

⑨ 　奥田 和廣　（ＧＤ）

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 上原　伸之      神保　由佳      JDSF-PD 7 鳴海　悠介      鳴海　貴子      JDSF-PD

2 岡本　直樹      森下　恵        JDSF-PD 8 西川　和孝      西川　美季      JDSF-PD

3 髙辻　博希      岡田　優美      JDSF-PD 9 前田　雅仁      宮崎　梢        JDSF-PD

4 山下　大輔      山下　璢子      JDSF-PD 10 仲西　勝流      有美            JDSF-PD

5 新屋　秀和      滝川　絵理      JDSF-PD 11 早﨑　正剛      早﨑　裕美      JDSF-PD

6 岩本　喜治      合田　麻里      JDSF-PD 12 平田　伸之      山野　道恵      JDSF-PD

背番号 リーダー パートナー 所属 メモ 背番号 リーダー パートナー 所属 メモ

51 岩熊　孝臣      大澤　増子      大阪府 76 福井　信一      村瀬　和江      京都府

52 林　敏雄        林　朱美        大阪府 77 阿子田　佳典    阿子田　光子    愛知県

53 米田　憲弘      米田　美砂子    兵庫県 78 藤井　勉        山野　恵子      京都府

54 佐田　勝彦      島津　美鈴      奈良県 79 内田　一広      西杉　都        奈良県

55 西尾　晃治      加納　千鶴      京都府 80 植村　和正      植村　澄子      京都府

56 光山　太祐      光山　早苗      兵庫県 81 平木　康友      石橋　雅美      奈良県

57 石田　勝        石田　ひさよ    兵庫県 82 野口　修司      北野　裕子      大阪府

58 濱崎　義弘      濱崎　千鶴      兵庫県 83 後藤　元信      後藤　佳子      愛知県

59 加茂　芳則      加茂　好子      兵庫県 84 斉藤　玲        斉藤　真弓      山梨県

60 高田　波平      北山　栄子      大阪府 85 立山　敏信      立山　千代      大阪府

61 増田　龍        増田　優        福岡県 86 津山　英敏      津山　マミ子    大阪府

62 唯岡　一久      唯岡　順子      兵庫県 87 清水　正文      清水　千鶴      奈良県

63 判　徹          判　裕美子      兵庫県 88 嶌岡　勲        木下　喜美代    奈良県

64 高橋　康徳      桐本　光子      大阪府 89 永浦　泰示      福井　美羽      京都府

65 森岡　勁        森岡　末美      大阪府 90 勝部　守        勝部　千佳子    大阪府

66 加藤　修久      加藤　裕子      大阪府 91 山崎　隆司      山崎　昌子      和歌山県

67 松村　健樹      松村　栄子      奈良県 92 飛松　一幸      好宮　博弥      兵庫県

68 坂田　知代文    坂田　朝子      大阪府 93 野田　正晴      高橋　奈保子    兵庫県

ＪＤＳＦ　Ａ級戦スタンダード　Ｗ・Ｔ・(Ｖ)・Ｆ・Ｑ
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69 中出　守        三目　早美      和歌山県 94 野村　孝        中村　朱里      京都府

70 徳田　俊介      藤田　由里佳    大阪府 95 養父　規幸      養父　啓子      大阪府

71 渡邉　尚英      渡邉　真弓      大阪府 96 吉村　たくみ    玉井　美子      滋賀県

72 松尾　茂樹      伊藤　万利子    大阪府 97 仲西　哲也      佐久本　久未    沖縄県

73 佐藤　寿一      佐藤　美奈子    岡山県 98 三村　三喜男    三村　政江      愛知県

74 大矢部　廣昭    中川　弘美      大阪府 99 西河　健        日野　光江      滋賀県

75 牧野　新一      東郷　恵子      京都府 100 古川　博一      檜垣　玲子      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

70 徳田　俊介      藤田　由里佳    大阪府 84 斉藤　玲        斉藤　真弓      山梨県

71 渡邉　尚英      渡邉　真弓      大阪府 85 立山　敏信      立山　千代      大阪府

72 松尾　茂樹      伊藤　万利子    大阪府 99 西河　健        日野　光江      滋賀県

73 佐藤　寿一      佐藤　美奈子    岡山県 101 ｾﾙｹﾞｲ ﾎﾞﾙｺﾌ    岡﨑　有希子    大阪府

74 大矢部　廣昭    中川　弘美      大阪府 102 宅間　克人      宅間　豊子      大阪府

83 後藤　元信      後藤　佳子      愛知県 103 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

75 牧野　新一      東郷　恵子      京都府 85 立山　敏信      立山　千代      大阪府

76 福井　信一      村瀬　和江      京都府 93 野田　正晴      高橋　奈保子    兵庫県

77 阿子田　佳典    阿子田　光子    愛知県 94 野村　孝        中村　朱里      京都府

78 藤井　勉        山野　恵子      京都府 95 養父　規幸      養父　啓子      大阪府

79 内田　一広      西杉　都        奈良県 96 吉村　たくみ    玉井　美子      滋賀県

80 植村　和正      植村　澄子      京都府 97 仲西　哲也      佐久本　久未    沖縄県

81 平木　康友      石橋　雅美      奈良県 104 山村　原延      山村　佐織      奈良県

82 野口　修司      北野　裕子      大阪府 105 杉本　真司      山内　愛        奈良県

83 後藤　元信      後藤　佳子      愛知県 106 井戸川　吉次    蒲原　晴美      佐賀県

84 斉藤　玲        斉藤　真弓      山梨県

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

86 津山　英敏      津山　マミ子    大阪府 109 大石　武        大石　和子      滋賀県

87 清水　正文      清水　千鶴      奈良県 110 大西　正之      津ノ田 千鶴子  兵庫県

88 嶌岡　勲        木下　喜美代    奈良県 111 村田　豊秋      南部　良子      大阪府

106 井戸川　吉次    蒲原　晴美      佐賀県 112 西村　雅英      西村　幸子      兵庫県

107 小林　義弘      井口　加代      奈良県 113 築山　博        川口　ひろみ    大阪府

108 吉田　勉        吉田　ひろ子    滋賀県

シニアⅡＡ級戦スタンダード　Ｗ・Ｔ・Ｆ

シニアⅢＡ級戦スタンダード　Ｗ・Ｔ
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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 大杉　一巳      大杉　真理      奈良県 130 上村　三雄      竹村　和美      京都府

106 井戸川　吉次    蒲原　晴美      佐賀県 131 平野　慶一      平野　由紀代    大阪府

107 小林　義弘      井口　加代      奈良県 132 松岡　史雄      橘　智子        兵庫県

108 吉田　勉        吉田　ひろ子    滋賀県 133 藤本　正和      菊川　節子      大阪府

109 大石　武        大石　和子      滋賀県 134 惣野　梅男      中井　啓子      大阪府

110 大西　正之      津ノ田 千鶴子  兵庫県 135 村井　淳        平井　三恵      大阪府

111 村田　豊秋      南部　良子      大阪府 136 上住　祥通      岩政　悦子      大阪府

112 西村　雅英      西村　幸子      兵庫県 137 島　詩郎        島　京子        大阪府

113 築山　博        川口　ひろみ    大阪府 138 鈴木　尚志      大田　美智子    大阪府

114 江口　進        森田　恭子      兵庫県 139 古川　信俊      西畑　幸江      神奈川県

115 濵　雅裕        濵　眞弓        大阪府 140 川口　憲一      川口　晶子      広島県

116 林　英俊        柴田　惠子      大阪府 141 角田　善茂      浅葉　容子      大阪府

117 高瀬　英雄      今北　照子      大阪府 142 森井　英実      橋辺　昌子      滋賀県

118 長島　昭治      川口　マリ      京都府 143 金光　一弥      金光　恵        大阪府

119 笹岡　千海      笹岡　麗子      大阪府 144 藤田　治平      井田　満子      大阪府

120 田尻　昇        田尻　良枝      兵庫県 145 松下　和弘      川端　京子      大阪府

121 福森　章夫      福森　淳子      兵庫県 146 津田　修        津田　初枝      京都府

122 野田　幹夫      野田　美由紀    大阪府 147 古川　進        入江　明子      兵庫県

123 直江　一也      深水　敬子      大阪府 148 冨尾　隆        平井　和子      兵庫県

124 木野　博幸      奥野　典子      奈良県 149 左近　定司      吉田　明美      滋賀県

125 廣海　康夫      廣海　明子      大阪府 150 諫山　和幸      諫山　敬子      大阪府

126 澤田　章        山口　絹代      大阪府 151 大西　克典      大西　美千代    大阪府

127 室塚　是智      白石　トシ子    京都府 152 柴田　宏二      加藤　惠利子    愛知県

128 小野　裕        西村　京子      大阪府 153 佐竹　辰巳      石原　由美子    京都府

129 堀内　義行      田中　照代      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

89 永浦　泰示      福井　美羽      京都府 97 仲西　哲也      佐久本　久未    沖縄県

90 勝部　守        勝部　千佳子    大阪府 112 西村　雅英      西村　幸子      兵庫県

91 山崎　隆司      山崎　昌子      和歌山県 140 川口　憲一      川口　晶子      広島県

92 飛松　一幸      好宮　博弥      兵庫県 141 角田　善茂      浅葉　容子      大阪府

93 野田　正晴      高橋　奈保子    兵庫県 142 森井　英実      橋辺　昌子      滋賀県

94 野村　孝        中村　朱里      京都府 154 小原　茂祥      永田　めぐみ    大阪府

95 養父　規幸      養父　啓子      大阪府 155 佐々木　貴章    水谷　真理      愛知県

96 吉村　たくみ    玉井　美子      滋賀県

ＪＤＳＦ　Ｂ級戦ラテン　Ｓ・Ｃ・Ｒ・(Ｐ)
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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 三村　三喜男    三村　政江      愛知県 156 山中　邦光      馬場　洋子      大阪府

99 西河　健        日野　光江      滋賀県 157 岡島　雅明      岡島　恵子      大阪府

100 古川　博一      檜垣　玲子      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

143 金光　一弥      金光　恵        大阪府 146 津田　修        津田　初枝      京都府

144 藤田　治平      井田　満子      大阪府 147 古川　進        入江　明子      兵庫県

145 松下　和弘      川端　京子      大阪府 148 冨尾　隆        平井　和子      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

158 木下　正巳      野原　真子      兵庫県 175 佐竹　光春      津曲　禎子      滋賀県

159 野田　農廣      塚田　外美子    滋賀県 176 佐々木　征三    佐々木　絢子    大阪府

160 山形　義一      山形　和美      大阪府 177 樋上　京春      岩井　みえ子    兵庫県

161 俣野　克彦      俣野　洋子      京都府 178 西垣　昭造      橋本　誠子      大阪府

162 北田　憲一      和田　秀子      大阪府 179 前田　克        德川　厚子      京都府

163 鶴　忠秋        下原　博子      京都府 180 元川　勲        太田　和恵      大阪府

164 安永　　健治    花岡　泉        大阪府 181 高谷　勝        大谷　律子      大阪府

165 北山　薫        北山　千鶴子    大阪府 182 片山　啓二      本田　良子      大阪府

166 西田　修        高見　房子      京都府 183 帖地　忠義      井澤　昌子      鹿児島県

167 山根　茂裕      山根　和子      大阪府 184 岡本　勝        奥村　幸江      大阪府

168 福本　武志      鈴木　孝子      大阪府 185 辻永　満        辻永　美紀      三重県

169 交川　廣文      北村　優子      大阪府 186 西濵　進太郎    西濵　由規      奈良県

170 近藤　安宏      近藤　トミ子    大阪府 187 吉本　進一      住山　美和      和歌山県

171 二井　康雄      二井　道子      大阪府 188 杉本　耕造      浅賀　宏子      大阪府

172 萩原　一輝      南　須美子      奈良県 189 西坂　知明      秦　いづみ      大阪府

173 川村　光一      小出　幸子      大阪府 190 戸田　浩        水瀨　利惠      大阪府

174 北浦　純一      北浦　絹代      大阪府 191 石森　辰夫      石森　好子      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

100 古川　博一      檜垣　玲子      京都府 184 岡本　勝        奥村　幸江      大阪府

113 築山　博        川口　ひろみ    大阪府 185 辻永　満        辻永　美紀      三重県

149 左近　定司      吉田　明美      滋賀県 186 西濵　進太郎    西濵　由規      奈良県

150 諫山　和幸      諫山　敬子      大阪府 187 吉本　進一      住山　美和      和歌山県

151 大西　克典      大西　美千代    大阪府

ＪＤＳＦ Ｃ級戦ラテン　(Ｓ)・Ｃ・Ｒ

ＪＤＳＦ Ｃ級戦スタンダード　Ｗ・Ｔ・(Ｆ)

シニアⅢＢ級戦スタンダード　Ｗ・Ｔ

シニアⅡＢ級戦スタンダード　Ｗ・Ｔ・Ｆ



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

155 佐々木　貴章    水谷　真理      愛知県 200 野澤　忠志      西野　弘子      和歌山県

192 小山　穰        小山　雅子      奈良県 201 岡山　正路      岡山　陽子      大阪府

193 花岡　正廣      上田　佳子      奈良県 202 中野　裕司      石田　幸子      徳島県

194 森本　博文      中上　敏子      奈良県 203 西岡　賢治      西岡　昌子      奈良県

195 加藤　武        村木　靖子      奈良県 204 櫻井　健司      櫻井　恵利      奈良県

196 瀬川　樹        松崎　あずさ    京都府 205 岡元　孝一      下山　久子      大阪府

197 南埜　恒雄      豊田　清美      大阪府 206 大石　弘志      上野　みや子    兵庫県

198 立岡　孝三      立岡　晴子      大阪府 207 浜口　正和      浜口　洋子      大阪府

199 阪井　満        仙頭　敬子      奈良県 208 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

197 南埜　恒雄      豊田　清美      大阪府 202 中野　裕司      石田　幸子      徳島県

198 立岡　孝三      立岡　晴子      大阪府 203 西岡　賢治      西岡　昌子      奈良県

199 阪井　満        仙頭　敬子      奈良県 207 浜口　正和      浜口　洋子      大阪府

200 野澤　忠志      西野　弘子      和歌山県 208 小谷　晃生      小谷　富子      大阪府

201 岡山　正路      岡山　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

152 柴田　宏二      加藤　惠利子    愛知県 204 櫻井　健司      櫻井　恵利      奈良県

153 佐竹　辰巳      石原　由美子    京都府 205 岡元　孝一      下山　久子      大阪府

188 杉本　耕造      浅賀　宏子      大阪府 206 大石　弘志      上野　みや子    兵庫県

189 西坂　知明      秦　いづみ      大阪府 207 浜口　正和      浜口　洋子      大阪府

190 戸田　浩        水瀨　利惠      大阪府 208 小谷　晃生      小谷　富子      大阪府

191 石森　辰夫      石森　好子      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

209 高辻　瑠衣      高辻　莉星      211 細見　マリア    中井　結愛      

210 高辻　怜央      尾下　遥香      

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

211 細見　マリア    中井　結愛      

ＪＤＳＦ　Ｄ級戦ラテン　Ｃ・Ｒ

プレジュニアスタンダード　W・T

プレジュニアラテン　C・R

ＪＤＳＦ Ｄ級戦スタンダード１　Ｗ・Ｔ

ＪＤＳＦ Ｄ級戦スタンダード２　Ｆ・Ｑ



輸入ドレス専門店

㈲インターナショナルグッズ

〒５３０－０００１ 大阪市北区梅田１丁目３－１－３００ 大阪駅前第１ビル３Ｆ

Ｔｅｌ/Ｆａｘ ０６－６３４４－５２５５（代）

                            （日曜 定休）

   ＷＥＢショッピングは↓

お陰様で

創業３０周年
を迎えました

ありがとうございます！ etc…













ＪＤＳＦ－ＰＤ奈良県

（一般社団法人奈良県ボールルームダンス連盟）

〒639-1134 奈良県大和郡山市柳町９６－９

TEL 0743-55-2287

FAX 0743-21-3636


