
奈良県



歓迎のことば
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３２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になるよう願っております。

この宇陀地域の歴史は、記紀万葉の時代に遡り、今もゆかりの地名、伝承が残ってい

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

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

思いから、今回は、千年桜が見事な「佛隆寺」をご紹介させていただきます。

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。

≪佛隆寺≫「金の茶臼」伝説

佛隆寺は、真言宗室生寺の末寺に属し、嘉祥年間（848～851

年・平安時代）に空海の高弟・堅恵（けんね）の開基と伝えら

れる。

               この寺には、空海（弘法大師）が唐から持ち帰ったと伝えられ

ている石製の茶臼がある。茶臼の側面には、麒麟が彫られており、

破損した部分は、金で接がれている。

              寛文年間（1661～1673）に宇陀松山藩３代藩主織田長頼は、

茶会を催すにあたって佛隆寺の茶臼を借り受けた。しかし、茶会

が終わってもこの茶臼は、長頼のもとにおかれ、催促されても長

頼は、惜しんで返さなかった。

そのうち、毎夜、獣が出てきて鳴き騒ぎ、屋敷内を暴れまわり、

器物を壊すという騒ぎが起るようになった（佛隆寺に帰りたい

と暴れまわったともいわれている）。この獣とは、茶臼の麒麟

であった。長頼は、立腹して（気味悪がって）この茶臼を庭石に

投げつけたところ、茶臼は割れてしまい、ようやく茶臼は佛隆寺

に返却された。金で修理された破損個所は、この時の破損によ

るものといわれている。

春には、県の天然記念物に指定されている千年桜が咲き誇り、

多くの観光客で賑わいます。
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Ver.1.0

選手受付時間

ラテン 　9:00～9:30

1～6級,わかくさスタンダード 　9:00～11:00

A～D,GC,GD級スタンダード 　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

9:50 10

1 10:00 JDL DSCJ Ｄ級戦Ｌ １次予選 C・R 21 2 12 ABCDEFG 08

2 10:08 JCL DSCJ Ｃ級戦Ｌ １次予選 C・R 20 2 12 ABCDEFG 08

3 10:16 JAL DSCJ Ａ級戦Ｌ １次予選 S・C・R・P 13 2 10 ABCDEFG 16

4 10:32 FXL わかくさ戦Ｌ 準決勝 R 3 1 3 ABCDE  02

5 10:34 JDL DSCJ Ｄ級戦Ｌ 準決勝 C・R 12 1 6 ABCDEFG 04

6 10:38 JCL DSCJ Ｃ級戦Ｌ 準決勝 S・C・R 12 1 6 ABCDEFG 06

10:44 10

7 10:54 JBL DSCJ Ｂ級戦L 準決勝 S・C・R・P 12 1 6 ABCDEFG 08

8 11:02 JAL DSCJ Ａ級戦L 準決勝 S・C・R・P・J 10 1 6 ABCDEFG 10

11:12 02

9 11:14 FXL わかくさ戦Ｌ 決勝 R 3 1 順位 ABCDE  02

10 11:16 JDL DSCJ Ｄ級戦Ｌ 決勝 C・R 6 1 順位 ABCDEFG 04

11 11:20 JCL DSCJ Ｃ級戦Ｌ 決勝 S・C・R 6 1 順位 ABCDEFG 06

12 11:26 JBL DSCJ Ｂ級戦Ｌ 決勝 S・C・R・P 6 1 順位 ABCDEFG 08

13 11:34 JAL DSCJ Ａ級戦Ｌ 決勝 S・C・R・P・J 6 1 順位 ABCDEFG 10

11:44 15

11:59 01

14 12:00 FXS わかくさ戦Ｓ 準決勝 W 3 1 3  BCDEF 02

15 12:02 J6S DSCJ ６級戦Ｓ 準決勝 W 6 1 6   CDEFG 02

16 12:04 J3S DSCJ ３級戦S 準決勝 W・T 6 1 6 A  DEFG 04

17 12:08 J1S DSCJ １級戦S 準決勝 T・F 6 1 6 AB  EFG 04

18 12:12 FXS わかくさ戦S 決勝 W 3 1 順位  BCDEF 02

19 12:14 J6S DSCJ ６級戦S 決勝 W 6 1 順位   CDEFG 02

20 12:16 J3S DSCJ ３級戦S 決勝 W・T 6 1 順位 A  DEFG 04

21 12:20 J1S DSCJ １級戦S 決勝 T・F 6 1 順位 AB  EFG 04

12:24 45

　Ａ：伊東 たみ子

（記号：審判員氏名）

　Ｆ：深谷 はるみ

チェッカー紹介（１分）

審判員紹介　（２分）

　Ｇ：坂本 省一

　Ｅ：津村 洋子

　Ｄ：山田 ひとみ

　Ｃ：弓岡 昭子

　Ｂ：三木 正伸

開会宣言・会長挨拶・来賓祝辞・競技長説明　（１０分）

休憩、フロア清掃　（１０分）

オナーダンス（A級ラテン優勝者）、ラテン表彰式、休憩（１５分）

１～６級戦、わかくさ戦 スタンダード表彰式、昼の休憩 （４５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

13:09 06

22 13:15 JDS DSCJ Ｄ級戦Ｓ １次予選 W・T 50 4 32 ABCDEFG 16

23 13:31 JCS1 DSCJ C級戦S1(WTF) １次予選 T・F 67 5 35 ABCDEFG 20

24 13:51 JBS DSCJ Ｂ級戦Ｓ １次予選 W・T・F 62 5 40 ABCDEFG 30

14:21 05

25 14:26 JDS DSCJ Ｄ級戦Ｓ ２次予選 W・T 32 3 24 ABCDEFG 12

26 14:38 JCS1 DSCJ C級戦S1(WTF) ２次予選 T・F 35 3 24 ABCDEFG 12

27 14:50 JBS DSCJ Ｂ級戦S ２次予選 W・T・F 40 4 24 ABCDEFG 24

28 15:14 JCS2 DSCJ C級戦S2（WTQ） １次予選 W・Q 40 3 24 ABCDEFG 12

15:26 10

29 15:36 JAS DSCJ Ａ級戦Ｓ １次予選 W・T・F・Q 37 3 24 ABCDEFG 24

30 16:00 JDS DSCJ Ｄ級戦Ｓ ３次予選 W・T 24 2 12 ABCDEFG 08

31 16:08 JCS1 DSCJ C級戦S1(WTF) ３次予選 T・F 24 2 12 ABCDEFG 08

32 16:16 JBS DSCJ Ｂ級戦Ｓ ３次予選 W・T・F 24 2 12 ABCDEFG 12

33 16:28 JCS2 DSCJ C級戦S2（WTQ） ２次予選 W・Q 24 2 12 ABCDEFG 08

16:36 10

34 16:46 JAS DSCJ Ａ級戦Ｓ ２次予選 W・T・F・Q 24 2 12 ABCDEFG 16

17:02 02

35 17:04 GDS グランドシニアD級戦S 準決勝 W・T 9 1 6 ABC  FG 04

36 17:08 GCS グランドシニアC級戦S 準決勝 T・F 5 1 5 ABCD  G 04

37 17:12 JDS DSCJ Ｄ級戦S 準決勝 W・T 12 1 6 ABCDEFG 04

38 17:16 JCS1 DSCJ C級戦S1(WTF) 準決勝 W・T・F 12 1 6 ABCDEFG 06

39 17:22 JBS DSCJ Ｂ級戦S 準決勝 W・T・F・Q 12 1 6 ABCDEFG 08

40 17:30 JCS2 DSCJ C級戦S2（WTQ） 準決勝 W・T・Q 12 1 6 ABCDEFG 06

41 17:36 JAS DSCJ Ａ級戦S 準決勝 W・T・V・F・Q 12 1 6 ABCDEFG 10

17:46 05

42 17:51 GDS グランドシニアD級戦S 決勝 W・T 6 1 順位 ABC  FG 04

43 17:55 GCS グランドシニアC級戦S 決勝 T・F 5 1 順位 ABCD  G 04

44 17:59 JDS DSCJ Ｄ級戦Ｓ 決勝 W・T 6 1 順位 ABCDEFG 04

45 18:03 JCS1 DSCJ C級戦S1(WTF) 決勝 W・T・F 6 1 順位 ABCDEFG 06

46 18:09 JBS DSCJ Ｂ級戦Ｓ 決勝 W・T・F・Q 6 1 順位 ABCDEFG 08

47 18:17 JCS2 DSCJ C級戦S2（WTQ） 決勝 W・T・Q 6 1 順位 ABCDEFG 06

48 18:23 JAS DSCJ Ａ級戦Ｓ 決勝 W・T・V・F・Q 6 1 順位 ABCDEFG 10

18:33 12

18:45

☆　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。

会長挨拶・競技長説明　（６分）

審判員紹介　（２分）

休憩　（５分）

オナーダンス（A級スタンダード優勝者） スタンダード表彰式 （１２分）

閉会

休憩、フロア清掃　（１０分）

休憩　（５分）

休憩、フロア清掃　（１０分）



総出場組数：２４７組（延べ３６０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
1 長村　和也      長村　祥子      奈良県                  　 20 谷口　主嘉      谷口　小夜子    京都府                  　

2 加藤　修久      加藤　裕子      大阪府                  　 21 當麻　喜正      小松　愛        大阪府                  　

3 鳴海　正人      坂下　八永子    愛知県                  　 22 田中　孝治      神山　愛加      和歌山県                　

4 島貫　乾郎      北島　奈美子    大阪府                  　 23 細田　正則      堀江　公子      大阪府                  　

5 川人　晃        福井　晶子      兵庫県                  　 24 松村　健樹      松村　栄子      奈良県                  　
6 福田　武史      門中　良江      大阪府                  　 25 犬飼　準        犬飼　廣美      大阪府                  　

7 千原　弘三      笹川　栗簡子    兵庫県                  　 26 伊加井　義弘    伊加井　真弓    兵庫県                  　

8 小松　茂樹      藤原　知美      大阪府                  　 27 谷口　薫        秋本　真由美    大阪府                  　

9 林　敏和        林　江里        埼玉県                  　 28 小野　純一      福原　弘恵      滋賀県                  　

10 前川　周治      前川　智美      愛知県                  　 29 正森　和也      正森　幸子      徳島県                  　
11 堀内　義行      田中　照代      大阪府                  　 30 田中　雄二      大田　美智子    大阪府                  　

12 栗林　幸範      左雲　和子      大阪府                  　 31 吉川　寿一      一瀬　京子      滋賀県                  　

13 江添　武美      大川　恵子      京都府                  　 32 伊藤　茂        伊藤　千鶴      愛知県                  　

14 小島　誠        川中　美苗      大阪府                  　 33 阿部　照雄      林　照美        兵庫県                  　

15 松林　勝        藤　めぐみ      滋賀県                  　 34 堀　秀彦        小川　峰子      奈良県                  　
16 松森　重男      渡辺　美知代    大阪府                  　 35 植村　和正      植村　澄子      京都府                  　

17 玉那覇　純一    小田　里美      兵庫県                  　 36 井川　孝行      井川　雅代      大阪府                  　

18 李　澄昊        今泉　純        奈良県                  　 37 鶴谷　容万      今堀　眞佐美    奈良県                  　

19 田中　悠史      田渕　ゆい      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

35 植村　和正      植村　澄子      京都府                  　 73 福嶋　陽        本庄　見知子    京都府                  　

43 金田　好充      金田　好美      和歌山県                　 74 渡邉　尚英      渡邉　真弓      大阪府                  　
44 村崎　豊        村崎　トモ子    神奈川県                　 75 嶌岡　勲        木下　喜美代    奈良県                  　

45 深田　修二      深田　麗        大阪府                  　 76 北原　敏弘      北原　千恵子    京都府                  　

46 安田　高文      安田　美智子    滋賀県                  　 77 森川　明        迫川　百合子    大阪府                  　

47 岸上　秀雄      鈴木　弘子      大阪府                  　 78 片山　隆司      迫田　修子      和歌山県                　

48 高橋　康徳      桐本　光子      大阪府                  　 79 豊岡　延宜      福森　淳子      大阪府                  　
49 大西　清則      大西　澄代      兵庫県                  　 80 秋庭　弘志      中尾　康子      大阪府                  　

50 山内　茂樹      山本　澄子      大阪府                  　 81 坂本　裕満      甘利　恵美子    京都府                  　

51 江口　秀幸      江口　早苗      京都府                  　 82 天満　雅美      山田　悦子      大阪府                  　

52 川本　功        山内　京子      大阪府                  　 83 岩橋　實亮      土井　聿代      和歌山県                　

53 吉原　國明      荒堀　智寿      兵庫県                  　 84 黒澤　克巳      岡田　直子      大阪府                  　
54 池田　昇平      松阪　裕子      和歌山県                　 85 藤崎　正夫      干場　理英      千葉県                  　

55 上村　三雄      竹村　和美      京都府                  　 86 森岡　勁        森岡　末美      大阪府                  　

56 平岡　弘志      平岡　菊江      大阪府                  　 87 川口　善達      森　美恵子      大阪府                  　

57 平本　幹雄      平本　幸子      大阪府                  　 88 小田　紘久      小田　道子      神奈川県                　

58 山本　博一      谷口　弘子      京都府                  　 89 林　皓司        栗本　奈穂美    和歌山県                　
59 向　精三        清水　美都子    京都府                  　 90 後藤　監治      田中　照美      兵庫県                  　

60 田尻　昇        田尻　良枝      兵庫県                  　 91 西河　健        日野　光江      滋賀県                  　

61 寺本　賀一      北下　ミチコ    京都府                  　 92 阿子田　佳典    阿子田　光子    愛知県                  　

62 福本　二也      前田　溢子      奈良県                  　 93 水野　長志郎    藤田　由里佳    奈良県                  　

63 野村　孝        柴田　久美子    京都府                  　 94 鳥屋尾　三郎    鳥屋尾 千代子  大阪府                  　
64 小西　憲三      小西　和子      奈良県                  　 95 福井　信一      村瀬　和江      京都府                  　

65 高田　実        青木　園枝      滋賀県                  　 96 宇賀神　進治    中西　せつ子    京都府                  　

66 牛尾　修        山口　チカ      兵庫県                  　 97 角田　善茂      浅葉　容子      大阪府                  　

67 福田　秀信      福田　孝子      千葉県                  　 98 古塚　正覚      古塚　彰子      愛知県                  　

68 木原　等        吉川　信子      大阪府                  　 99 石橋　光宏      石橋　雅美      奈良県                  　
69 間宮　圓冶      間宮　昌子      愛知県                  　 100 高木　俊郎      板山　芙美      大阪府                  　

70 佐竹　辰巳      石原　由美子    京都府                  　 101 森下　泉        松野　かよ子    愛知県                  　

71 服部　和也      西岡　春美      奈良県                  　 102 谷水　健        谷水　ちづる    大阪府                  　

72 梅本　博文      平野　勝美      和歌山県                　 103 津山　英敏      津山　マミ子    大阪府                  　

出　場　者　名　簿

Ａ級戦スタンダード　【ＪＡＳ】

Ｂ級戦スタンダード　【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

104 紅谷　裕        紅谷　松子      京都府                  　 139 大西　克典      大西　美千代    大阪府                  　

105 屋比久　孟儀    屋比久　綾子    沖縄県                  　 140 木村　修        田口　登喜子    和歌山県                　

107 瀬古　明        武田　和可子    大阪府                  　 141 荒田　豊        藤尾　清乃      兵庫県                  　

108 森田　武司      亀井　愛子      和歌山県                　 142 神田　真治      北川　寛子      京都府                  　
109 矢野　勝民      北野　鈴子      兵庫県                  　 143 鬼木　静生      神保　惠子      和歌山県                　

110 松下　和弘      川端　京子      大阪府                  　 144 亀山　昌雄      井上　静代      奈良県                  　

111 米田　敏男      川口　光子      奈良県                  　 145 仲摩　信人      仲摩　恵子      兵庫県                  　

112 木村　実        石田　圭伊子    奈良県                  　 146 西出　清治      岡橋　千津子    大阪府                  　

113 野々口　隆      野々口 美佐子  奈良県                  　 147 小島　照夫      外川　資子      奈良県                  　
114 福本　完平      福本　清子      大阪府                  　 148 岡部　建一      桝本　町子      滋賀県                  　

115 抜山　富雄      村田　君江      京都府                  　 149 王隠堂　勝栄    王隠堂　智子    大阪府                  　

116 中村　政博      田井　美絵子    大阪府                  　 150 伊丹　均        伊丹　朱美      大阪府                  　

117 植村　守        岡嶋　聖子      大阪府                  　 151 帖地　忠義      井澤　昌子      鹿児島県                　

118 野田　幹夫      野田　美由紀    京都府                  　 152 小田　周二      小田　房江      大阪府                  　
119 中田　明久      中田　裕子      京都府                  　 153 小山　正憲      平塚　文子      香川県                  　

120 泉谷　博司      横山　広子      和歌山県                　 154 箱田　一夫      箱田　正子      大阪府                  　

121 藤原　弘光      西部　紗妥子    京都府                  　 155 岩崎　誠        岩崎　美代子    兵庫県                  　

122 堀口　隆男      堀口　千佳子    京都府                  　 156 米田　彰一      米田　房子      大阪府                  　

123 下津　和夫      下津　則子      大阪府                  　 157 佐藤　秀憲      船江　孝子      兵庫県                  　
124 林　誠一        植田　信子      大阪府                  　 158 伊藤　順一      伊藤　通子      奈良県                  　

125 出口　泰啓      藤堂　みやこ    京都府                  　 159 中重　春雄      築山　玲子      奈良県                  　

126 小林　健一      小林　由紀子    滋賀県                  　 160 猪口　貞        小西　千賀      三重県                  　

127 五十嵐　勢男    近藤　敦子      大阪府                  　 161 波多　勝之      越川　美樹子    大阪府                  　

128 石倉　信宏      立道　宜子      兵庫県                  　 162 長尾　和博      石倉　智子      兵庫県                  　
129 落部　栄        石崎　裕美子    大阪府                  　 163 勝部　守        勝部　千佳子    島根県                  　

130 久積　寿夫      久積　美知子    奈良県                  　 164 西垣　富雄      室町　洋子      滋賀県                  　

131 辻田　行雄      田中　ようこ    大阪府                  　 165 今村　清治      遠藤　久恵      大阪府                  　

132 平井　尚        平井　朝日      和歌山県                　 166 惣野　梅男      中井　啓子      大阪府                  　

133 吉田　武司      吉田　奈津子    大阪府                  　 167 立花　美實      近藤　やす子    静岡県                  　
134 加納　半史郎    谷　富子        滋賀県                  　 168 西岡　喜博      春山　妙子      徳島県                  　

135 徳田　公通      長島　幸子      奈良県                  　 169 松下　清一      奥宮　信恵      静岡県                  　

136 佐田　勝彦      楠木　小冨美    奈良県                  　 170 新野　圭介      新野　眞佐子    静岡県                  　

137 糸山　昌典      糸山　玲子      奈良県                  　 171 馬塚　正        馬塚　惠子      静岡県                  　

138 升田　重良      安井　初栄      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
104 紅谷　裕        紅谷　松子      京都府                  　 144 亀山　昌雄      井上　静代      奈良県                  　

105 屋比久　孟儀    屋比久　綾子    沖縄県                  　 145 仲摩　信人      仲摩　恵子      兵庫県                  　

126 小林　健一      小林　由紀子    滋賀県                  　 146 西出　清治      岡橋　千津子    大阪府                  　

127 五十嵐　勢男    近藤　敦子      大阪府                  　 147 小島　照夫      外川　資子      奈良県                  　

128 石倉　信宏      立道　宜子      兵庫県                  　 148 岡部　建一      桝本　町子      滋賀県                  　
129 落部　栄        石崎　裕美子    大阪府                  　 149 王隠堂　勝栄    王隠堂　智子    大阪府                  　

130 久積　寿夫      久積　美知子    奈良県                  　 150 伊丹　均        伊丹　朱美      大阪府                  　

131 辻田　行雄      田中　ようこ    大阪府                  　 151 帖地　忠義      井澤　昌子      鹿児島県                　

132 平井　尚        平井　朝日      和歌山県                　 159 中重　春雄      築山　玲子      奈良県                  　

133 吉田　武司      吉田　奈津子    大阪府                  　 164 西垣　富雄      室町　洋子      滋賀県                  　
134 加納　半史郎    谷　富子        滋賀県                  　 165 今村　清治      遠藤　久恵      大阪府                  　

135 徳田　公通      長島　幸子      奈良県                  　 166 惣野　梅男      中井　啓子      大阪府                  　

136 佐田　勝彦      楠木　小冨美    奈良県                  　 167 立花　美實      近藤　やす子    静岡県                  　

137 糸山　昌典      糸山　玲子      奈良県                  　 168 西岡　喜博      春山　妙子      徳島県                  　

138 升田　重良      安井　初栄      京都府                  　 170 新野　圭介      新野　眞佐子    静岡県                  　
139 大西　克典      大西　美千代    大阪府                  　 171 馬塚　正        馬塚　惠子      静岡県                  　

140 木村　修        田口　登喜子    和歌山県                　 172 山中　邦光      岸本　悦子      大阪府                  　

141 荒田　豊        藤尾　清乃      兵庫県                  　 173 中田　徳正      西川　真美      大阪府                  　

142 神田　真治      北川　寛子      京都府                  　 174 土井　和夫      松本　綾子      大阪府                  　

143 鬼木　静生      神保　惠子      和歌山県                　 175 上田　邦彦      久保田　久子    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

106 櫻田　りく      親川　未来      大阪府                  　 203 中井　雅則      米澤　吉子      大阪府                  　

160 猪口　貞        小西　千賀      三重県                  　 204 空木　光治      空木　清美      京都府                  　

161 波多　勝之      越川　美樹子    大阪府                  　 205 廣海　康夫      廣海　明子      大阪府                  　

181 西垣　昭造      小西　貴子      大阪府                  　 206 木野　博幸      奥野　典子      奈良県                  　
182 平松　登        平松　潤子      大阪府                  　 207 中村　正樹      中村　京子      大阪府                  　

183 福田　恵次      丸山　ゑみ子    大阪府                  　 208 野口　修司      北野　裕子      大阪府                  　

184 西原　哲雄      戸田　好重      奈良県                  　 209 阪井　満        仙頭　敬子      大阪府                  　

185 清水　孝司      清水　英子      大阪府                  　 210 中西　伸一      中西　久留美    大阪府                  　

186 清水　曻        森脇　ミヨ子    大阪府                  　 211 田辺　伸親      田辺　栄子      三重県                  　
187 谷口　治身      谷口　和子      大阪府                  　 212 森本　博文      中上　敏子      大阪府                  　

188 加藤　武        香山　美智子    奈良県                  　 213 吉塚　茂夫      吉塚　緑        和歌山県                　

189 林　敏雄        林　朱美        大阪府                  　 214 鳴戸　剛        川畑　昭恵      滋賀県                  　

190 平尾　明        内藤　澄        奈良県                  　 215 井添　進一      井添　多恵子    滋賀県                  　

191 田中　二男      田中　しずか    和歌山県                　 216 稲野　史郎      福井　津南子    奈良県                  　
192 宮澤　一郎      古川　直美      滋賀県                  　 217 三津島　洋一    森木　佐代子    大阪府                  　

193 三橋　勉        美談　智代子    大阪府                  　 218 福井　一夫      福井　美代子    京都府                  　

194 石森　辰夫      石森　好子      大阪府                  　 219 築山　博        川口　ひろみ    大阪府                  　

195 波多野　恒夫    小野　知恵子    大阪府                  　 220 吉本　進一      住山　美和      和歌山県                　

196 森田　一英      森田　明美      三重県                  　 221 野田　幸平      櫛野　絹江      大阪府                  　
197 戸田　浩        水瀬　利恵      大阪府                  　 222 釘本　義直      秦泉寺 美那子  奈良県                  　

198 阪口　政弘      木村　ひとみ    大阪府                  　 223 尾崎　義弘      川端　照子      大阪府                  　

199 渡邊　正樹      渡邊　照代      京都府                  　 224 佐野　繁治      高田　礼子      奈良県                  　

200 山内　孝春      山内　緑        兵庫県                  　 225 立岡　孝三      立岡　晴子      大阪府                  　

201 鷲尾　康行      鷲尾　美佐子    奈良県                  　 226 北川　安昭      中森　順子      三重県                  　
202 大崎　巌        杉本　照美      和歌山県                　 227 城山　勝紀      川北　安美      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

229 亀井　巧        周藤　陽子      大阪府                  　 232 浜口　正和      浜口　洋子      大阪府                  　
230 中尾　法郎      坂野　京子      京都府                  　 233 藤井　昌弘      島田　洋子      大阪府                  　

231 薮　博明        和田　千恵子    大阪府                  　 234 大坪　昭市      来田　延子      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
180 親川　聖人      斜木　奈々海    大阪府                  　 235 西山　宗尚      四方　ちづ子    大阪府                  　

230 中尾　法郎      坂野　京子      京都府                  　 236 嘉手納　智則    山野　清子      大阪府                  　

233 藤井　昌弘      島田　洋子      大阪府                  　 237 山崎　勝利      山崎　富美子    静岡県                  　

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

238 木下　祥司      吉岡　美代子    大阪府                  　 241 宮脇　徳岳      栄　洋子        大阪府                  　

239 岸　博司        岸　初子        奈良県                  　 242 藤田　文夫      浦　圭子        奈良県                  　

240 木下　登        中村　節子      大阪府                  　 243 萩原　一輝      南　須美子      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

102 谷水　健        谷水　ちづる    大阪府                  　 223 尾崎　義弘      川端　照子      大阪府                  　

169 松下　清一      奥宮　信恵      静岡県                  　 227 城山　勝紀      川北　安美      奈良県                  　

170 新野　圭介      新野　眞佐子    静岡県                  　 　

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

37 鶴谷　容万      今堀　眞佐美    奈良県                  　 226 北川　安昭      中森　順子      三重県                  　

103 津山　英敏      津山　マミ子    大阪府                  　 227 城山　勝紀      川北　安美      奈良県                  　

171 馬塚　正        馬塚　惠子      静岡県                  　 234 大坪　昭市      来田　延子      兵庫県                  　

224 佐野　繁治      高田　礼子      奈良県                  　 237 山崎　勝利      山崎　富美子    静岡県                  　
225 立岡　孝三      立岡　晴子      大阪府                  　 　

１級戦スタンダード　【Ｊ１Ｓ】

３級戦スタンダード　【Ｊ３Ｓ】

６級戦スタンダード　【Ｊ６Ｓ】

グランドシニアＣ戦スタンダード　【ＧＣＳ】

グランドシニアＤ級戦スタンダード　【ＧＤＳ】

Ｄ級戦スタンダード　【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

243 萩原　一輝      南　須美子      奈良県                  　 245 増田　鐵男      木村　妙子      奈良県                  　

244 佐藤　秀憲      柏木　伊沙子    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

25 犬飼　準        犬飼　廣美      大阪府                  　 38 松本　啓佑      東田　早織      奈良県                  　

26 伊加井　義弘    伊加井　真弓    兵庫県                  　 39 佐藤　寿一      佐藤　美奈子    岡山県                  　

27 谷口　薫        秋本　真由美    大阪府                  　 40 笠井　康広      笠井　理沙      大阪府                  　

28 小野　純一      福原　弘恵      滋賀県                  　 41 桑原　秀樹      島崎　豊子      大阪府                  　

29 正森　和也      正森　幸子      徳島県                  　 42 塩田　裕彰      松内　利果      大阪府                  　

30 田中　雄二      大田　美智子    大阪府                  　 43 金田　好充      金田　好美      和歌山県                　

31 吉川　寿一      一瀬　京子      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

32 伊藤　茂        伊藤　千鶴      愛知県                  　 89 林　皓司        栗本　奈穂美    和歌山県                　

33 阿部　照雄      林　照美        兵庫県                  　 90 後藤　監治      田中　照美      兵庫県                  　

34 堀　秀彦        小川　峰子      奈良県                  　 91 西河　健        日野　光江      滋賀県                  　

35 植村　和正      植村　澄子      京都府                  　 104 紅谷　裕        紅谷　松子      京都府                  　

87 川口　善達      森　美恵子      大阪府                  　 105 屋比久　孟儀    屋比久　綾子    沖縄県                  　

88 小田　紘久      小田　道子      神奈川県                　 106 櫻田　りく      親川　未来      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

92 阿子田　佳典    阿子田　光子    愛知県                  　 156 米田　彰一      米田　房子      大阪府                  　

93 水野　長志郎    藤田　由里佳    奈良県                  　 157 佐藤　秀憲      船江　孝子      兵庫県                  　

94 鳥屋尾　三郎    鳥屋尾 千代子  大阪府                  　 158 伊藤　順一      伊藤　通子      奈良県                  　

95 福井　信一      村瀬　和江      京都府                  　 159 中重　春雄      築山　玲子      奈良県                  　

96 宇賀神　進治    中西　せつ子    京都府                  　 168 西岡　喜博      春山　妙子      徳島県                  　

97 角田　善茂      浅葉　容子      大阪府                  　 176 橋本　公作      三木　俊子      京都府                  　

152 小田　周二      小田　房江      大阪府                  　 177 上杉　憲史      氏原　公子      奈良県                  　

153 小山　正憲      平塚　文子      香川県                  　 178 小西　勇樹      高塚　さえこ    京都府                  　

154 箱田　一夫      箱田　正子      大阪府                  　 179 坊　正信        糸原　初枝      大阪府                  　

155 岩崎　誠        岩崎　美代子    兵庫県                  　 180 親川　聖人      斜木　奈々海    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

36 井川　孝行      井川　雅代      大阪府                  　 168 西岡　喜博      春山　妙子      徳島県                  　

98 古塚　正覚      古塚　彰子      愛知県                  　 217 三津島　洋一    森木　佐代子    大阪府                  　

99 石橋　光宏      石橋　雅美      奈良県                  　 218 福井　一夫      福井　美代子    京都府                  　

100 高木　俊郎      板山　芙美      大阪府                  　 219 築山　博        川口　ひろみ    大阪府                  　

101 森下　泉        松野　かよ子    愛知県                  　 220 吉本　進一      住山　美和      和歌山県                　

162 長尾　和博      石倉　智子      兵庫県                  　 221 野田　幸平      櫛野　絹江      大阪府                  　

163 勝部　守        勝部　千佳子    島根県                  　 222 釘本　義直      秦泉寺 美那子  奈良県                  　

164 西垣　富雄      室町　洋子      滋賀県                  　 228 猿橋　剛        関谷　妃美栄    大阪府                  　

165 今村　清治      遠藤　久恵      大阪府                  　 229 亀井　巧        周藤　陽子      大阪府                  　

166 惣野　梅男      中井　啓子      大阪府                  　 230 中尾　法郎      坂野　京子      京都府                  　

167 立花　美實      近藤　やす子    静岡県                  　 　

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

245 増田　鐵男      木村　妙子      奈良県                  　 247 奥林　久美子    松澤　和子      滋賀県                  　

246 植村　和正      小宮山　安菜    京都府                  　 　

Ａ級戦ラテン　【ＪＡＬ】

Ｂ級戦ラテン　【ＪＢＬ】

Ｃ級戦ラテン　【ＪＣＬ】

Ｄ級戦ラテン　【ＪＤＬ】

わかくさ戦ラテン　【ＦＸＬ】

わかくさ戦スタンダード　【ＦＸＳ】





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、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。

本年４月には、奈良県体育協会への加盟が認められました。

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。

また、今年度から中学校体育の必須科目になった「ダンス」にダンススポーツが貢献することによって、

底辺の拡大に努めたいと考えています。

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

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

競技種目
競技会で行われるのは次の１０種目のダンスです。（ ）内は略称。

スタンダード（S)：ワルツ（W）、タンゴ（T）、ヴィエニーズワルツ（V）、

スローフォックストロット（F）、クイックステップ（Q）

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

DSCJ（日本ダンススポーツカウンシル）全日本統一級

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

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

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

競技会の成績によって上位の級に昇級して行きます。

まだ選手登録をしていない人や、入会していない初心者は、６級戦から始めることになります。

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。

但し、男女とも５５歳以上のペアだけ出場できるグランドシニア（G）戦と言う競技は設けています。

JDSF規定フィガー（別項参照）

踊るステップの型を「フィガー」と呼びます。4，5，6級戦には、使うことが出来るフィガーが決められ

ています。競技では「チェッカー」と言う役員がチェックしています。その他の級では自由です。

服装規定（別項参照）

別項のような服装規定が設けられています。大別すると、概ね上位の級は正装、下位の級は平服です。



服装規程について
本競技会で適用する服装規定について説明します。

【スタンダード男性】 下記①又は②

① 黒又は紺のジャケットスーツ。白シャツ。 黒か紺のネクタイ又は白蝶ネクタイ。

② 黒又は紺の燕尾服。 白ウエストコート。 白燕尾服用シャツ。 白蝶ネクタイ。

【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。 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。

ＨＬ：パンティーのトップラインの最低限度。 腰骨の最上部。

デコレーション可。 ツーピースドレスは不可。 膝より下部でのスリットは可。

任意の色。 多色も可。

【ラテン男性】 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。 シャツ及びトップはいずれの色も可、多色も可。 ノ

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、又はズボンの上縁

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

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

ければならない。 同色異素材の組合せ可。 スパンコール状にしたものや金属素材は不可。

【ラテン女性】 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最低限度。 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。

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

ならない。 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。 スラックス可。

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。 左右のブラ・カップの

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。 色は任意の色。

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。 肌色のパンティーは不可。

【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。 色は黒または紺。

【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２０cm までとする。 また長い箇所は、床面より２５cm 以上

とする。 スラックス・スパッツ等のパンツ類は不可

【ラテン男性】 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。 サッシュベルト類は不可

【ラテン女性】 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２０cm までとする。 また長い箇所は、床面より２５cm 以上

とする。 スラックス・スパッツ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。

肌色のシースルーまたは肌色のネットは不可。

■ 平服

■ 正装（WDSF 規程）



ＪＤＳＦ規定フィガーについて

本競技会の４～６級戦では、使用できるフィガーが、以下に示す規程１と規程２に限定されています。

（注：これらはフィガーの順序を示すものではありません。）

■ ワルツ

規程１

１．クローズド・チェンジ

２．ナチュラル・ターン

３．リバース・ターン

４．コーナー・チェンジ（チェック・バック）

５．アウトサイド・チェンジ

６．ヘジテーション・チェンジ

７．ナチュラル・スピンターン

８．ウィスク

９．バック・ウィスク

１０．シャッセ・フロム・ＰＰ

１１．ベーシック・ウィーブ

規程２

１２．クローズド・インピタス

１３．オープン・インピタス

１４．ウイング

１５．ウィーブ・フロム・ＰＰ

１６．プログレッシブ・シャッセ・トゥ・ライト

１７．テレマーク（クローズド･テレマーク）

１８．オープン・テレマーク

１９．ターニング・ロック

２０．バック・ロック

２１．ターニング・ロック・トゥ・ライト

２２．リバース・コルテ

２３．クローズド・ウイング

■ タンゴ

規程１

１．ウォーク

２．プログレッシブ・リンク

３．クローズド・プロムナード

４．オープン・プロムナード

５．バック・コルテ

６．オープン・リバースターン・レディ・インライン

７．オープン・リバースターン・レディ・アウトサイド

８．ベーシック・リバースターン

９．ロック・ターン

１０．ロック・バック・オン・ライト・フット

１１．ロック・バック・オン・レフト・フット

１２．ナチュラル・プロムナード・ターン

１３．フォア・ステップ

１４．ファイブ・ステップ

１５．プロムナード・リンク

１６．オープン・フィニッシュ

規程２

１７．アウトサイド・スウィブル

１８．リバース・アウトサイド・スウィブル

１９．フォーラウェイ・プロムナード

２０．チェース

２１．オーバー・スウェイ

２２．ナチュラル・ツイスト・ターン

■ ルンバ

規程１

１．ベーシック・ムーブメント

（クローズド、オープン、イン・プレース、オルタナティブ）

２．ファン

３．ホッケー・スティック

４．ナチュラル・トップ

５．ナチュラル・オープニングアウト・ムーブメント

６．クローズド・ヒップ・ツイスト

７．アレマーナ

８．ハンド・トゥ・ハンド

９．スポット・ターン

１０．スイッチ･ターン

１１．アンダーアーム・ターン

１２．ニューヨーク

１３．カール

１４．スパイラル

１５．プログレッシブ・ウォークス

１６．ショルダー・トゥ・ショルダー

規程２

１７．オープン・ヒップ・ツイスト

１８．アイーダ（フォールアウェイ）

１９．アドバンスド・ヒップ・ツイスト

２０．クカラチャ

２１．ロープ・スピニング

２２．フェンシング

２３．リバース・トップ

２４．オープニングアウト・フロム・リバース・トップ

２５．キューバン・ロックス

２６．サイド・ステップ

２７．オープニングアウト・トゥ・ライト・アンド・レフト

■ チャチャチャ

規程１

１．ベーシック・ムーブメント

（クローズド、オープン、イン・プレース）

２．ファン

３．ホッケー・スティック

４．ナチュラル・トップ

５．ナチュラル・オープニングアウト・ムーブメント

６．クローズド・ヒップ・ツイスト

７．アレマーナ

８．ハンド・トゥ・ハンド

９．スポット・ターン

１０．スイッチ･ターン

１１．アンダーアーム・ターン

１２．ニューヨーク

（チェック・フロム・オープンＣＰＰ＆オープンＰＰ）

１３．ショルダー・トゥ・ショルダー

１４．スパイラル

規程２

１５．オープン・ヒップ・ツイスト

１６．ターキッシュ・タウェル

１７．スリー・チャチャチャ

１８．ロープ・スピニング

１９．キューバン・ブレークス

２０．スプリット・キューバン・ブレークス

２１．リバース・トップ

２２．オープニングアウト・フロム・リバーストップ

２３．クロス・ベーシック

２４．タイム・ステップ

２５．アドバンスド・ヒップ・ツイスト

２６．フット・チェンジ

２７．ゼア・アンド・バック

２８．サイド・ステップ

２９．チェース

３０．カール

３１．アイーダ
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初心者のためのダンススポーツサークルです。

毎月第二・第四金曜の１３時から１５時まで

西ノ京、西京公民館で練習をしています。

初心者の方、お越しください。

【お問い合わせ】 0742-47-7778 村田まで

川 西 診 療 所

外科・内科・リハビリテーション科・Ｘ線科

所長：山内 昌孝

医師：山内 昌哉

〒636-0202 奈良県磯城郡川西町結崎 452-98

TEL：0745-44-0103  FAX：0745-43-1831

E メール：yanchi_110101@yahoo.co.jp

ギャラリー いこい  安東 秀子

〒630-8325 奈良市西木辻町 200-17 白鳥ビル 1F

（奈良市保健所隣ビル）

日・祝 定休日 ℡0742-24-1132 携帯 090-3273-4778





９月２９日（土） 南生駒 せせらぎホール

１１：００～１６：３０

２,８００円 ランチ・お茶・お菓子

ライブ＆ダンス：カナリアンナイト出演予定

ソロデモ：ミニデモ：ダンスステージ参加者募集

お楽しみ抽選会：天平衣装でのミニデモ

【写真提供フォトクリエイト】

お問合せ 上亟うえじょう 050-8022-3585 mail: mahoroba-dance@kcn.jp



競技選手の皆様のご健闘をお祈りいたします。

講座のご案内

見学・体験自由・初心者・年配者歓迎

◎講習時間    ＡＭ１０．００～ＰＭ２１．００（毎日）

◎団体レッスン  １ヶ月４回（原則）

  （月）初級          ＰＭ １：３０～ ３：００     １ヶ月    ￥５，０００

  （火）初級          ＡＭ １０：００～１１：３０     １ヶ月    ￥５，０００

  （火）入門          ＰＭ １：３０～ ３：００     １ヶ月    ￥５，０００

  （火）初級          ＰＭ ６：３０～ ８：００     １ヶ月    ￥５，０００

  （水）初級          ＡＭ １０：３０～１２：００     １ヶ月    ￥５，０００

  （水）初級          ＰＭ ７：００～ ８：３０     １ヶ月    ￥５，０００

  （木）初級          ＡＭ １０：３０～１２：００     １ヶ月    ￥５，０００

  （木）初級          ＰＭ １：３０～ ３：００     １ヶ月    ￥５，０００

  （金）初級          ＡＭ １０：３０～１２：００     １ヶ月    ￥５，０００

  （金）初級          ＰＭ １：３０～ ３：００     １ヶ月    ￥５，０００

  （土）初級          ＰＭ １：３０～ ３：００     １ヶ月    ￥５，０００

  （土）ジュニア（親子可）   ＰＭ ４：００～ ４：５０     １ヶ月      ￥６００

  （土）初級          ＰＭ ６：４５～ ８：１５     １ヶ月    ￥５，０００

◎上記以外の時間は、個人レッスンになります。

    個人レッスン    ２５分間・・・・2，５００～４，０００円

               ５０分間・・・・5，０００～８，０００円

◎その他出張レッスン、グル－プレッスンがあります。

                     講習の内容

◎団体レッスン

（入門クラス）歩くことからはじめましょう。

  （初級クラス）ベ－シックフィガ－をマスタ－し、正しい姿勢、ホ－ルド、回転量をマスタ－する。

  （中級クラス）ベ－シックフィガ－を基本に１０種目を踊り、リ－ドまたはフォロ－をマスタ－する。

◎個人レッスン

受講者のレベルに合わせてレッスンし、プロ・競技選手の育成、デモ振り付けを指導します。

     ＪＤＣ審査員の立場で競技選手の指導を行います。

（社）全日本ダンス協会連合会会員、ＪＤＣ日本ダンス議会審査員、奈良県舞踏教師協会 副会長

エスポワ－ル・ダンススタジオ      川本 美博
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競技会役員

競技会会長 大江 偉夫

実行委員長 大江 偉夫

競技長 明正 和夫

副競技長 塩田  稔 奥田 徹

採点管理長 佐野 信哉

登録管理長 佐野 信哉

会計 明正 房江

スタッフ

受付 笠井 敏雄 重森 惠子 下垣 都博 大江 章弘

筧  正子 奥田 徹 堀田 隆 笠井 由美子

上田 紀代子 上亟 明 山内 美智子

接待 湯地 洋香 大江 清美 落合 照子

音響 浜川 俊博 大江 偉夫

司会 堀田 邦子 小野村 順子

進行掲示 塩田  稔   筧 正子

選手係 下垣 都博

会場係 西村 増雄 大江 章弘

ビデオ撮影･編集 西村 増雄 木船 拓治 藤田 保 佐野 信哉

救護 山内 昌孝（医師） 湯地 洋香（看護師）

採点管理 佐野 信哉 藤田 保 高原 修 白波瀬 利光

堀田 隆

掲示･配布･回収 上亟 明 下垣 都博 白波瀬 利光 堀田 隆

奥田 徹 上田 紀代子 奥田 好子

フィガーチェッカー

下垣 都博 明正 和夫 小野村 順子

明正 房江 堀田 邦子

審 判 員

審判長 Ａ．伊東 たみ子（西部） Ｅ．津村 洋子（関東甲信越）

Ｂ．三木 正伸（西部） Ｆ．深谷 はるみ（関東甲信越）

Ｃ．弓岡 昭子（西部） Ｇ．坂本 省一（九州）

Ｄ．山田 ひとみ（関東甲信越） （敬称略）



  

私たち奈良県ダンススポーツ連盟は、２００７年７月に再発足してから、ダン

ススポーツを、より多くの人に知っていただけるものに、参加していただけるも

のにしてゆこう、より信頼され、野球や陸上競技、サッカーなどのように『それ

があたりまえのスポーツ』にしてゆこうと努力してまいりました。

競技技術、運営、サービスなど、どれをとっても質の高い競技会、分かりやす

く習得しやすいダンス講習会、誰でもが楽しく踊れる開かれたダンスパーティを

企画立案し、実行してまいりました。

内外どの部分を見て頂いても、奈良県ダンススポーツ連盟には『公明正大』の

言葉が当てはまる、と言っていただけるよう努力してまいりました。

その努力が実り、４月１日付けで、財団法人 奈良県体育協会に加盟を許されま

した。

財務内容、執行部、運営内容のどれか一点でも曇りのある団体には加盟を許さ

れない公的な、権威の高い組織への加盟です。

私たち奈良県ダンススポーツ連盟は、これからもダンススポーツの普及活動を

通じて人と人との輪を広め、より明るいダンススポーツの発展に努めてまいりま

す。

2012 年４月を奈良県ダンススポーツ連盟の第二の創成期として位置づけ、一

生懸命に活動してまいります。

応援して下さった会員の皆様、労を惜しまず働いて下さった役員の皆様、そし

てなによりダンスを愛する皆様、ありがとうございます。

これからも、私たち奈良県ダンススポーツ連盟をよろしくお願い申し上げます。

奈良県ダンススポーツ連盟

                会長 大江 偉夫

■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://www.jdsf.or.jp/nara/）に掲載します（管理者：佐野）。


