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  歓迎のことば

スポーツの秋にふさわしい気候のもと、ここ宇陀市におきまし

て「第３５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。

ここ宇陀地域の歴史は、記紀万葉の時代に遡り、「古事記」「日本書紀」に登場する神武天皇

ゆかりの場所が多数現存しています。どうぞ、この機会に「神武東征伝説」に触れていただき

たい。そのような思いから、今回は、「神武天皇御聖跡図絵」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。

神武天皇御聖跡図絵は、津村重舎（現在のツムラ創業者）が郷土・宇陀郡の「神武聖跡」を顕彰するために吉田初三郎氏に制作

を依頼し、昭和13 年(1938）に完成したものです。吉田初三郎氏（1884～1955）は、大正から昭和に活躍した絵地図作者で、独特

な鳥瞰図法により多くの絵地図を作り、「大正の広重」ともいわれています。

この神武天皇御聖跡図絵は、『古事記』、『日本書紀』に登場してくる神武天皇ゆかりの場所を当時の地図上に重ねあわせたもので、

斜め上空から一望できるように描かれており、昭和13年当時の宇陀地域の様子も知ることができます。

『古事記』、『日本書紀』によると、日向（現在の宮崎県）から大和（現在の奈良県）へと向かった神倭伊波禮毘古命（カムヤマ

トイワレヒコノミコト～のちの神武天皇）一行は、瀬戸内海を経て生駒山側から大和へ入ろうとしましたが、長髄彦(ナガスネヒコ)

の反撃を受けて失敗してしまいます。形勢が不利とみた神武天皇は、原因を自分達が太陽のある東へ向いて攻撃しているためと考

え、紀伊半島を迂回して、熊野から吉野、宇陀を経て、奈良盆地へ入る作戦に変更しました。途中、八咫烏（ヤタガラス）の道案

内で、吉野川をさかのぼり、佐倉峠を越えて宇陀へとやってきます。

神武天皇一行は、宇陀の豪族の一人・オトウカシ（弟穿）を味方につけ、宇陀やその周辺で戦いを繰り広げ、これに勝利し、よ

うやく宇陀から奈良盆地に入ることができたのです。その後、畝傍山東南の橿原宮で即位し、ついに「神武天皇」となりました。

論功行賞でオトウカシ（弟穿）は、宇陀郡を治めることとなり、その範囲がこの神武天皇御聖跡図絵にも表現されています。

この神武天皇御聖跡図絵には、古代の宇陀、近代の宇陀が凝縮されており、遠く九州や富士山までが描かれています。神武天皇

御聖跡図絵（複製）は、市役所１階壁面に展示していますので、写真とは一味違う図絵をご覧ください。

【神武天皇御聖跡図絵】



　開催場所：奈良県立万葉文化館　企画展示室

♪一味違うダンスパーティーです。優雅な1日をあなたに！！♪

チケット申込方法 & お問合せ 

【口座番号】００９9０-２-１９４５９０　

＊銀行からの振込みは当座預金と記入

【加入口座】まほろば円舞会実行委員会

メール  ： ｍａｈｏｒｏｂａ-ｄａｎｃｅ＠ｋｃｎ.ｊｐ

事務局 ： 050-8022-3585

【後援】奈良県・奈良県教育委員会・奈良市・奈良市教育委員会・
橿原市・橿原市教育委員会・明日香村・明日香村教育委員会
公益社団法人日本ダンススポーツ連盟・奈良県ダンススポーツ連盟
ＮＰＯ法人バサラ衆・バサラ祭り実行委員会・ＮＰＯ法人奈良元気もんプロジェクト

【協力】奈良県立万葉文化館
＊交通のご案内／近鉄橿原神宮前駅東口よりバス「万葉文化館西口」下車すぐ

      (奈良県立万葉文化館　0744-54-1850)

【写真提供：フォトクリエイト】

第44回奈良県芸術祭参加

　開催日：   2013 年 10 月 19 日（土）

11：00～13：30

秋のまほろば円舞会
in 明日香

秋のまほろば円舞会ダンスフェスタ

13：30～16：30 ダンスパーティー

参加費1,000円（ダンスパティ―参加の際はチケットが必要です）

ソロデモ（8,000円）・ミニデモ（2,000円）事前申込必要

＊入場無料

　　　　　　＊当日券も1500円にてご用意しております。

*女性ダンスシューズにソフトヒールカバーを着けてください。

★郵便振込★

まほろば円舞会実行委員会　代表　上亟(うえじょう) 

♪♪♪♪

お楽しみ抽選会：天平衣装でのミニデモ（写真撮影）予定

歌あり天平衣装の舞あり楽しいプログラム

男性はネクタイ着用　女性はお洒落なダンス衣裳でどうぞ







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 小田　紘久      小田　道子      神奈川県                　 26 松下　和弘      川端　京子      大阪府                  　
2 東口　勲        山本　貴久子    奈良県                  　 27 岡部　建一      桝本　町子      滋賀県                  　
3 福本　二也      前田　溢子      奈良県                  　 28 大倉　将嵩      宮下　千世      京都府                  　
4 松平　孝康      宮田　陽子      京都府                  　 29 小西　憲三      小西　和子      奈良県                  　
5 角田　善茂      浅葉　容子      大阪府                  　 30 荒川　卓三      荒川　澄子      大阪府                  　
6 谷本　芳廣      竹内　慶子      大阪府                  　 31 國本　清        鍬田　美和子    京都府                  　
7 小林　良平      谷垣　民子      大阪府                  　 32 横田　久昭      坂本　たつみ    神奈川県                　
8 高田　実        青木　園枝      滋賀県                  　 33 糸川　和男      糸川　安代      和歌山県                　
9 杉本　健次      今枝　多加子    愛知県                  　 34 櫻田　りく      親川　未来      大阪府                  　

10 林　知弘        林　やよい      愛知県                  　 35 黒部　浩尚      黒部　美也      愛知県                  　
11 屋比久　孟儀    屋比久　綾子    沖縄県                  　 36 阿子田　佳典    阿子田　光子    愛知県                  　
12 冨田　道男      阪上　裕子      滋賀県                  　 37 鳥屋尾　三郎    鳥屋尾 千代子  大阪府                  　
13 深田　修二      深田　麗        大阪府                  　 38 野村　孝        柴田　久美子    京都府                  　
14 南場　義弘      南場　千代子    兵庫県                  　 39 丸橋　章二      前嶋　節子      京都府                  　
15 植村　守        岡嶋　聖子      大阪府                  　 40 天満　雅美      吉田　弘美      大阪府                  　
16 平木　康友      藤田　美栄子    京都府                  　 41 福井　信一      村瀬　和江      京都府                  　
17 坂倉　邦夫      坂倉　眞生子    愛知県                  　 42 中谷　勝彦      中谷　昌代      京都府                  　
18 嶌岡　勲        木下　喜美代    奈良県                  　 43 中重　春雄      築山　玲子      奈良県                  　
19 北原　敏弘      北原　千恵子    京都府                  　 44 村井　淳        平井　三恵      大阪府                  　
20 海島　栄吉      石谷　えい子    和歌山県                　 45 宮本　由紀夫    宮本　久子      福岡県                  　
21 平山　彰次      髙見　浩子      大阪府                  　 46 石橋　光宏      石橋　雅美      奈良県                  　
22 小野　象博      山口　美佐子    大阪府                  　 47 服部　和也      西岡　春美      奈良県                  　
23 渡辺　高夫      渡辺　尚美      愛知県                  　 48 岩橋　實亮      土井　聿代      和歌山県                　
24 池田　陽一      池田　久美子    石川県                  　 145 小谷　良太郎    小谷　由紀子    愛知県                  　
25 室塚　是智      糸井　千営子    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
53 高木　恭介      聴涛　真理      大阪府                  　 80 田中　義彦      高本　順子      兵庫県                  　
54 石倉　信宏      立道　宜子      兵庫県                  　 81 辻田　行雄      田中　ようこ    大阪府                  　
55 西垣　昭造      山内　朝美      大阪府                  　 82 比嘉　一弘      丸本　輝恵      大阪府                  　
56 大下　静男      植田　幸世      兵庫県                  　 83 井添　進一      井添　多恵子    滋賀県                  　
57 本田　純雄      本田　美保子    兵庫県                  　 84 波多　勝之      越川　美樹子    大阪府                  　
58 平野　尚夫      平野　澄子      大阪府                  　 85 木村　修        田口　登喜子    和歌山県                　
59 松永　繁木      松永　コマツ    京都府                  　 86 高谷　明男      西川　啓子      奈良県                  　
60 木村　実        石田　圭伊子    奈良県                  　 87 宮澤　一郎      古川　直美      滋賀県                  　
61 吉田　武司      吉田　奈津子    大阪府                  　 88 酒井　松治      杉山　ちあみ    岐阜県                  　
62 木村　昇        木村　節子      大阪府                  　 89 伊藤　順一      伊藤　通子      奈良県                  　
63 内田　主男      鈴木　峯子      京都府                  　 90 築山　博        川口　ひろみ    大阪府                  　
64 中谷　佳純      馬場　洋子      大阪府                  　 91 岡島　文寿      夕川　としえ    京都府                  　
65 米田　敏男      川口　光子      奈良県                  　 92 宇出津　弘昭    安田　とも代    神奈川県                　
66 帖地　忠義      井澤　昌子      鹿児島県                　 93 岩崎　誠        岩崎　美代子    兵庫県                  　
67 野々口　隆      野々口 美佐子  奈良県                  　 94 巽　浩一        久保田　清美    和歌山県                　
68 亀山　昌雄      井上　静代      奈良県                  　 95 原田　光男      西　智枝子      大阪府                  　
69 久積　寿夫      久積　美知子    奈良県                  　 96 勝部　守        勝部　千佳子    大阪府                  　
70 上田　邦彦      久保田　久子    奈良県                  　 97 福井　一夫      福井　美代子    京都府                  　
71 土井　和夫      松本　綾子      大阪府                  　 98 吉本　進一      住山　美和      和歌山県                　
72 富岡　和彦      富岡　三四子    大阪府                  　 99 渡部　洋        渡部　奈津子    大阪府                  　
73 三浦　忠光      大西　蓉子      京都府                  　 100 加来　保        加来　和子      滋賀県                  　
74 芳賀　幹夫      磯部　紀子      愛知県                  　 101 林　保文        小宮　喜子      大阪府                  　
75 川合　三治      川合　紀美子    大阪府                  　 102 今村　清治      遠藤　久恵      大阪府                  　
76 今江　隆        石原　静        埼玉県                  　 103 西垣　富雄      室町　洋子      滋賀県                  　
77 林　敏雄        林　朱美        大阪府                  　 104 清水　正文      清水　千鶴      奈良県                  　
78 市田 かずのり  松田　留美子    大阪府                  　 146 田村　良作      中村　八千代    大阪府                  　
79 氏田　勇        伊勢　喜美恵    奈良県                  　 　

出　場　者　名　簿　（区分別） 総出場組数：146組（延べ223組）

B級戦スタンダード（WTFQ）　【JBS】

Ｃ級戦スタンダード１（WTF）　【JCS1】



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

66 帖地　忠義      井澤　昌子      鹿児島県                81 辻田　行雄      田中　ようこ    大阪府                  

67 野々口　隆      野々口 美佐子  奈良県                  82 比嘉　一弘      丸本　輝恵      大阪府                  

68 亀山　昌雄      井上　静代      奈良県                  83 井添　進一      井添　多恵子    滋賀県                  

69 久積　寿夫      久積　美知子    奈良県                  84 波多　勝之      越川　美樹子    大阪府                  

70 上田　邦彦      久保田　久子    奈良県                  85 木村　修        田口　登喜子    和歌山県                

71 土井　和夫      松本　綾子      大阪府                  86 高谷　明男      西川　啓子      奈良県                  

72 富岡　和彦      富岡　三四子    大阪府                  87 宮澤　一郎      古川　直美      滋賀県                  

73 三浦　忠光      大西　蓉子      京都府                  88 酒井　松治      杉山　ちあみ    岐阜県                  

74 芳賀　幹夫      磯部　紀子      愛知県                  94 巽　浩一        久保田　清美    和歌山県                

75 川合　三治      川合　紀美子    大阪府                  99 渡部　洋        渡部　奈津子    大阪府                  

76 今江　隆        石原　静        埼玉県                  101 林　保文        小宮　喜子      大阪府                  

77 林　敏雄        林　朱美        大阪府                  102 今村　清治      遠藤　久恵      大阪府                  

78 市田 かずのり  松田　留美子    大阪府                  103 西垣　富雄      室町　洋子      滋賀県                  

79 氏田　勇        伊勢　喜美恵    奈良県                  105 村田　廣司      塩屋　郁代      大阪府                  

80 田中　義彦      高本　順子      兵庫県                  146 田村　良作      中村　八千代    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

52 櫻田　瑠架      吉田　有紀      奈良県                  123 矢田　政久      清水　十四子    三重県                  

95 原田　光男      西　智枝子      大阪府                  124 小瀬良　典明    小瀬良 由紀子  大阪府                  

108 佐々木　征三    佐々木　絢子    大阪府                  125 中西　伸一      中西　久留美    大阪府                  

109 島田　忠利      門馬　浩美      大阪府                  126 高田　美輝男    高田　弘子      兵庫県                  

110 中村　正樹      前門　静子      大阪府                  127 佐野　孝郎      内田　きみ子    大阪府                  

111 佐野　繁治      高田　礼子      奈良県                  128 成川　美則      宮武　ひとみ    大阪府                  

112 安井　治        永田　早知代    滋賀県                  129 奥田　秀人      出水　美津子    大阪府                  

113 野口　修司      北野　裕子      大阪府                  130 石井　敏雄      石井　淑子      千葉県                  

114 鈴木　幸男      小野田 みちえ  静岡県                  131 木下　登        中村　節子      大阪府                  

115 空木　光治      空木　清美      京都府                  132 平尾　明        内藤　澄        奈良県                  

116 阪井　満        仙頭　敬子      大阪府                  133 鈴村　正彦      鈴村　睦子      滋賀県                  

117 岡元　孝一      下山　久子      大阪府                  134 柳原　君男      小林　加代子    愛知県                  

118 山縣　英之      山縣　つたえ    京都府                  135 野田　幸平      植村　照子      大阪府                  

119 宇野　満男      中辻　キミエ    京都府                  136 桝田　幸吉      三木　精子      奈良県                  

120 野瀬　喜久雄    千代　和子      滋賀県                  137 花岡　正廣      上田　佳子      奈良県                  

121 仙田　賢治      西山　春喜      大阪府                  138 小山　穣        小山　雅子      奈良県                  

122 田中　二男      田中　しずか    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

52 櫻田　瑠架      吉田　有紀      奈良県                  140 浜口　正和      浜口　洋子      大阪府                  　

136 桝田　幸吉      三木　精子      奈良県                  141 平井　榮一      川東　千絵子    滋賀県                  　

138 小山　穣        小山　雅子      奈良県                  142 佃　良彦        松永　由紀子    大阪府                  　

139 嘉手納　智則    山野　清子      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

48 岩橋　實亮      土井　聿代      和歌山県                　 102 今村　清治      遠藤　久恵      大阪府                  　

100 加来　保        加来　和子      滋賀県                  　 103 西垣　富雄      室町　洋子      滋賀県                  　

101 林　保文        小宮　喜子      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

52 櫻田　瑠架      吉田　有紀      奈良県                  　 138 小山　穣        小山　雅子      奈良県                  　

104 清水　正文      清水　千鶴      奈良県                  　 　

Ｃ級戦スタンダード２（WTQ）　【JCS2】

Ｄ級戦スタンダード（WT）　【ＪＤＳ】

１級戦スタンダード（TF）　【Ｊ1Ｓ】

グランドシニアＣ級戦スタンダード（TF）　【ＧＣＳ】

県スポレク祭クラス限定戦スタンダード（ＷＴＦ)　【ＸＲＳ】



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

34 櫻田　りく      親川　未来      大阪府                  　 50 堀　秀彦        小川　峰子      奈良県                  　

35 黒部　浩尚      黒部　美也      愛知県                  　 51 井元　祐希      井元　愛        奈良県                  　

49 松林　勝        藤　めぐみ      滋賀県                  　 52 櫻田　瑠架      吉田　有紀      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

36 阿子田　佳典    阿子田　光子    愛知県                  　 91 岡島　文寿      夕川　としえ    京都府                  　

37 鳥屋尾　三郎    鳥屋尾 千代子  大阪府                  　 92 宇出津　弘昭    安田　とも代    神奈川県                　

38 野村　孝        柴田　久美子    京都府                  　 93 岩崎　誠        岩崎　美代子    兵庫県                  　

39 丸橋　章二      前嶋　節子      京都府                  　 94 巽　浩一        久保田　清美    和歌山県                　

40 天満　雅美      吉田　弘美      大阪府                  　 101 林　保文        小宮　喜子      大阪府                  　

41 福井　信一      村瀬　和江      京都府                  　 102 今村　清治      遠藤　久恵      大阪府                  　

42 中谷　勝彦      中谷　昌代      京都府                  　 106 宇野　良考      宇野　久恵      大阪府                  　

43 中重　春雄      築山　玲子      奈良県                  　 107 上杉　憲史      氏原　公子      奈良県                  　

89 伊藤　順一      伊藤　通子      奈良県                  　 146 田村　良作      中村　八千代    大阪府                  　

90 築山　博        川口　ひろみ    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

44 村井　淳        平井　三恵      大阪府                  　 98 吉本　進一      住山　美和      和歌山県                　

45 宮本　由紀夫    宮本　久子      福岡県                  　 99 渡部　洋        渡部　奈津子    大阪府                  　

46 石橋　光宏      石橋　雅美      奈良県                  　 103 西垣　富雄      室町　洋子      滋賀県                  　

47 服部　和也      西岡　春美      奈良県                  　 133 鈴村　正彦      鈴村　睦子      滋賀県                  　

96 勝部　守        勝部　千佳子    大阪府                  　 134 柳原　君男      小林　加代子    愛知県                  　

97 福井　一夫      福井　美代子    京都府                  　 135 野田　幸平      植村　照子      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

137 花岡　正廣      上田　佳子      奈良県                  　 144 竹内　りち子    今崎　美香      兵庫県                  　

143 辻　恵子        西浜　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

50 堀　秀彦        小川　峰子      奈良県                  　 52 櫻田　瑠架      吉田　有紀      奈良県                  　

51 井元　祐希      井元　愛        奈良県                  　 　

わかくさ戦ラテン（Ｒ)　【ＦＸＬ】

県スポレク祭クラス限定戦ラテン（ＳＣＲ)　【ＸＲＬ】

Ｂ級戦ラテン（SCRP)　【ＪＢＬ】

Ｃ級戦ラテン（SCR）　【ＪＣＬ】

Ｄ級戦ラテン（CR）　【ＪＤＬ】



奈良県ダンススポーツ連盟主催

日時： １０月１４日（月・祝） １３：００～１６：３０ （１２：３０よりプレダンスタイム）

場所： 生駒図書会館「市民ホール」 生駒市辻町 238 番地

   近鉄東生駒駅 北徒歩８分 無料駐車場有り TEL：0743-75-5303

会費： 前売券１０００円（１２０枚限定） 会員は当日受付にて５００円返金、当日入会も OK

前売り券のない方は１５００円（会員への５００円返金はありません）

○ フリーダンスタイム

○ 競技選手とのミニデモ（受付で申込み）

○ パートナーチェンジ

○ 相手選びミニデモ

※ 競技選手のアテンダントがお相手します

※ お問い合わせ先： 奈良県ダンススポーツ連盟 186-090-8468-0089（大江）

奈良県ダンススポーツ連盟ホームページでは、

◎ 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。

◎ 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。

  おかげさまで、今月初めに、本ホームページへの訪問者が１０万人を超えました。

  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、パーティー、講習会等のイベントの写真や映像が、奈良県ダンススポーツ連盟のホームページ
やチラシやＤＶＤに掲載・収録されることがあります。上記をご理解のうえご参加下さい。

昨年のオータムダンスパーティーの風景です

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









奈良県ダンススポーツ連盟

あなたも会員になりませんか？競技などしなくてもなれるんです！

奈良県ダンススポーツ連盟はダンスの上手い人たちだけの集まりではありません。

ダンスをこよなく愛する人たちの集まりです！

《ダンスが楽しくうまくなるための催しがいっぱい！》

１．奈良県ダンススポーツ連盟では年間４～５回の催し

（各種パーティ、講習会、練習会等）が催され

ます。

２．一般会員の方が、競技選手と踊れる、会員だけ

  のパーティもあります。

３．サークルで出会う仲間以外に、競技会の観戦や

講習会で、一味違うお友達をみつけませんか？

４．講習会はダンスの上手な人たちだけのものでは

ありません。

  基本からのわかりやすい説明で、パーティでの

上品な踊りのお手伝いをいたします。

《経済的にもお得》

５．会員証を見せると様々なダンスショップで

割引が受けられます。

例 タカダンスファッション：５％オフ!!

６．ダンス雑誌、ダンスビュウの年間購読が普

通の定期購読よりも格安です！

日本だけでなく世界レベルでのダンス事情

もこれ一冊で OK！！

奈良県連盟の記事もしばしば載ります。

あなたのサークルも全国デビュー！？

《 ついでに…競技会も（*^_^*） 》

７．競技会の情報もお届けいたします。

少し自信がついたら、肝試しに初心者級のコンペにも出場可能！

奈良県のダンス競技会は年二回。

いずれも初心者の方のためのクラスがあります。

練習着で気軽にチャレンジしてみませんか？

《 気になる、年会費 》

会費は年間 なんと、お一人￥1,500!!!

連絡先（大江偉夫）：186-090-8468-0089 または Fax 075-801-0253 

入会申し込み方法などは次のページをご覧ください。



口座番号：00930-6- 130664
　　　　　　 口座名：ＪＤＳＦ奈良登録管理部

〒636-0801　奈良県生駒郡三郷町夕陽ヶ丘３－３３
　　　　　　　　　　  奈良県ダンススポーツ連盟　登録管理部　佐野　信哉

JDSF会員登録申請書

フリガナ

氏名

住所

連絡先

■重要

　

会員登録番号

大正　・　昭和　・　平成

　　　　年　　　　月　　　　日

申請日：　　　　年　　月　　日

　（３）本申請書に払込受領証のコピーを貼り付けて、下記宛てお送りください。

〒

奈良県ダンススポーツ連盟へのご入会方法

男 ・ 女

PCメール：
TEL：
FAX：

　③ 競技会（５級以上）に出場される方は、別途選手登録
　　　が必要ですので、090-2115-3783（佐野）までお問い
　　　合わせください。

　（２）下記郵便振替口座に、本年度登録料１５００円をお払込み下さい。
　　　　（但し、８月～１０月に新規ご入会の場合は、年度末までの期間が短いため、初年度登録料は
　　　 　１０００円となります。）

　（１）下記ＪＤＳＦ会員登録申請書の 太線枠 内にご記入ください。

性別
に○

　上記ご記入頂きました情報は、ダンススポーツの普及
　振興を目的とする会員管理、資格管理及び開催する
　事業に関する通知連絡・報告並びに会報誌等の情報
　提供の目的以外には利用致しません。

メモ欄
（ここに「払込受領書」又は「ご利用明細票」

のコピーを糊付けして下さい）

入力年月日受付年月日 確認印

会員登録証は、各種イベントやダンス用品等の優待割引に必要ですので、大切に保管して下さい。

■注

JDSF本部から会員登録証が届き次第、郵送いたします。

事務処理欄

生年
月日

　①上記必要事項を正確に記入してください。
　　　（氏名は住民票記載のもの）。

　② ご登録いただきました会員の皆様は、奈良県ダンス
　　　スポーツ連盟直轄のサークル「奈良県所属サークル」
　　　に所属することになります。

奈良県



イーエスエヌ株式会社

京セラソーラーＦＣ奈良橿原・コスモスベリーズBFC

〒634-00787　奈良県橿原市八木町10-2
TEL:186-090-8468-0089 / FAX:0744-23-0602

　　　　ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ　 0120-009-854
nara@esn.jp　http://esn.jp　　　担当　大江偉夫

お気軽にお問い合わせください。

かなりお安くなりました！

奈良橿原店

家庭用　太陽光発電と蓄電池　いかがですか？

全量買い取り制度開始！

１０ＫＷ以上電力
全量買い取り価格は

３７．８円/20年 決定！

京セラ製家庭用蓄電池 ７．２ＫＷh
あります。補助金制度あり



2012/10/8

第３３回競技会

2012/11/4

都道府県対抗戦

2012/11/17

オータムダンスパーティー

2013/1/20

新春大ダンスパーティー

2013/3/6

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および年２回の中ダンスパーティー、

年２回の競技会、年２回の講習会などを開催しています。

2013/5/19

第３4 回競技会

2013/6/8

サマーダンスパーティー

2013/8/10

スタンダード講習会



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。

WDSFではワールドカップのような世界規模のダンススポーツ競技会を計画中と聞いています。

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。（ ）内は略記号。

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。

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。



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、以下に示すグループ１とグループ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

グループ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

グループ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

グループ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

グループ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

グループ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

グループ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

グループ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

グループ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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【

【

【

【
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【
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■

■

本競技会で適用する服装

【スタンダード

① 黒又は紺

② 黒又は紺の燕尾服。

【スタンダード

ドレスのカットについては右図参照。

ＩＡ：肌色を除く不透明な素材で被覆されなければならない身体部分。

ＳＡ：被覆されなければならない最小範囲。

ＰＬ：パンティーの下部のラインの上限、ヒップのふくらみ全体を被覆。

ＨＬ：パンティーのトップラインの

デコレーション可。

任意の色。

【ラテン男性】

肌色を除く任意の色のズボン。

ースリーブのシャツやトップは不可。

の中心。

タイ、蝶タイ、スカーフは自由選択可。

ければならない。

【ラテン女性】

ドレスのカットについては、右図参照

ＩＡ：肌色を除く不透明な素材で被覆されなければならない身体部分。

ＰＬ：パンティーの下部のラインの上限、ヒップのふくらみ全体を被覆。

ＨＬ：パンティーのトップラインの

ハイカットパンティ、Ｔバックショーツ、ヒップライン以下のカットは不可。

立った時の姿で、パンティ

ならない。

ツーピス使用の場合には、トップはブラジャーであってはならない。

間隔は５センチ以下。

多色も可。

【スタンダード男性

上着（タキシードも可）またはベストを着用する。

【スタンダード女性

スカート丈の短い箇所については、膝中心より２０

とする。

【ラテン男性】

黒または紺の上着（タキシードも可）・ベストを着用してもしなくてもよい。

【ラテン女性】

スカート丈の短い箇所については、膝中心より２０

とする。

肌色のシースルーまたは

■ 平服

■ WDSF 規程

本競技会で適用する服装

スタンダード男性】 下記①又は②

黒又は紺のジャケットスーツ

黒又は紺の燕尾服。

スタンダード女性】 競技用ドレス

ドレスのカットについては右図参照。

ＩＡ：肌色を除く不透明な素材で被覆されなければならない身体部分。

ＳＡ：被覆されなければならない最小範囲。

ＰＬ：パンティーの下部のラインの上限、ヒップのふくらみ全体を被覆。

ＨＬ：パンティーのトップラインの

デコレーション可。 ツーピースドレスは不可。

任意の色。 多色も可。

男性】 ラテンウエア

肌色を除く任意の色のズボン。

ースリーブのシャツやトップは不可。

ズボンと同色のベスト、ジャケット、ボレロジャケットは自由選択可。

タイ、蝶タイ、スカーフは自由選択可。

ければならない。 同色異素材の組合せ可。

女性】 競技用ドレス

ドレスのカットについては、右図参照

ＩＡ：肌色を除く不透明な素材で被覆されなければならない身体部分。

ＰＬ：パンティーの下部のラインの上限、ヒップのふくらみ全体を被覆。

ＨＬ：パンティーのトップラインの

ハイカットパンティ、Ｔバックショーツ、ヒップライン以下のカットは不可。

立った時の姿で、パンティ

ならない。 踊っているときでも、パンティ

ツーピス使用の場合には、トップはブラジャーであってはならない。

間隔は５センチ以下。

多色も可。 胸部および腰部は不透明の素材で覆われていること。

スタンダード男性】 白ワイシャツにタイを着用

上着（タキシードも可）またはベストを着用する。

スタンダード女性】 ワンピース、またはブラウスにスカート

スカート丈の短い箇所については、膝中心より２０

スラックス・スパッツ等のパンツ類は不可

】 白ワイシャツにタイを着用

黒または紺の上着（タキシードも可）・ベストを着用してもしなくてもよい。

】 ワンピース、またはブラウスにスカート

スカート丈の短い箇所については、膝中心より２０

スラックス・スパッツ

色のシースルーまたは

規程（正装

本競技会で適用する服装規程について説明します。

下記①又は②

のジャケットスーツ。

黒又は紺の燕尾服。 白ウエストコート。

競技用ドレス

ドレスのカットについては右図参照。

ＩＡ：肌色を除く不透明な素材で被覆されなければならない身体部分。

ＳＡ：被覆されなければならない最小範囲。

ＰＬ：パンティーの下部のラインの上限、ヒップのふくらみ全体を被覆。

ＨＬ：パンティーのトップラインの

ツーピースドレスは不可。

多色も可。

ラテンウエア

肌色を除く任意の色のズボン。 シースルーは不可。

ースリーブのシャツやトップは不可。

ズボンと同色のベスト、ジャケット、ボレロジャケットは自由選択可。

タイ、蝶タイ、スカーフは自由選択可。

同色異素材の組合せ可。

競技用ドレス

ドレスのカットについては、右図参照

ＩＡ：肌色を除く不透明な素材で被覆されなければならない身体部分。

ＰＬ：パンティーの下部のラインの上限、ヒップのふくらみ全体を被覆。

ＨＬ：パンティーのトップラインの

ハイカットパンティ、Ｔバックショーツ、ヒップライン以下のカットは不可。

立った時の姿で、パンティーは完全にスカート等で覆われていなければ

踊っているときでも、パンティ

ツーピス使用の場合には、トップはブラジャーであってはならない。

間隔は５センチ以下。 体側面のヒップラインとパンティーラインの幅は５センチ以上。

胸部および腰部は不透明の素材で覆われていること。

白ワイシャツにタイを着用

上着（タキシードも可）またはベストを着用する。

ワンピース、またはブラウスにスカート

スカート丈の短い箇所については、膝中心より２０

スラックス・スパッツ等のパンツ類は不可

白ワイシャツにタイを着用

黒または紺の上着（タキシードも可）・ベストを着用してもしなくてもよい。

ワンピース、またはブラウスにスカート

スカート丈の短い箇所については、膝中心より２０

スラックス・スパッツ等のパンツ類は不可。

色のシースルーまたは肌色のネットは不可。

正装）

服装規程について
について説明します。

。白シャツ。

白ウエストコート。

ドレスのカットについては右図参照。

ＩＡ：肌色を除く不透明な素材で被覆されなければならない身体部分。

ＳＡ：被覆されなければならない最小範囲。

ＰＬ：パンティーの下部のラインの上限、ヒップのふくらみ全体を被覆。

ＨＬ：パンティーのトップラインの最低限度。

ツーピースドレスは不可。

シースルーは不可。

ースリーブのシャツやトップは不可。 シャツの開胸部位置はベルト・バックルの中心

ズボンと同色のベスト、ジャケット、ボレロジャケットは自由選択可。

タイ、蝶タイ、スカーフは自由選択可。 スカーフ使用の場合は結ばれて、またシャツの中に指し込まれな

同色異素材の組合せ可。

ドレスのカットについては、右図参照のこと。

ＩＡ：肌色を除く不透明な素材で被覆されなければならない身体部分。

ＰＬ：パンティーの下部のラインの上限、ヒップのふくらみ全体を被覆。

ＨＬ：パンティーのトップラインの最低限度。

ハイカットパンティ、Ｔバックショーツ、ヒップライン以下のカットは不可。

は完全にスカート等で覆われていなければ

踊っているときでも、パンティーはできるだけ隠れていることが望ましい。

ツーピス使用の場合には、トップはブラジャーであってはならない。

体側面のヒップラインとパンティーラインの幅は５センチ以上。

胸部および腰部は不透明の素材で覆われていること。

白ワイシャツにタイを着用

上着（タキシードも可）またはベストを着用する。

ワンピース、またはブラウスにスカート

スカート丈の短い箇所については、膝中心より２０

スラックス・スパッツ等のパンツ類は不可

白ワイシャツにタイを着用

黒または紺の上着（タキシードも可）・ベストを着用してもしなくてもよい。

ワンピース、またはブラウスにスカート

スカート丈の短い箇所については、膝中心より２０

等のパンツ類は不可。

色のネットは不可。

服装規程について
について説明します。

黒か紺のネクタイ又は白蝶ネクタイ。

白燕尾服用シャツ。

ＩＡ：肌色を除く不透明な素材で被覆されなければならない身体部分。

ＳＡ：被覆されなければならない最小範囲。 シースルー可。

ＰＬ：パンティーの下部のラインの上限、ヒップのふくらみ全体を被覆。

。 腰骨の最上部。

ツーピースドレスは不可。 膝より下部でのスリットは可。

シースルーは不可。 シャツ及びトップはいずれの色も可、多色も可。

シャツの開胸部位置はベルト・バックルの中心

ズボンと同色のベスト、ジャケット、ボレロジャケットは自由選択可。

スカーフ使用の場合は結ばれて、またシャツの中に指し込まれな

スパンコール状にしたものや金属素材は不可。

ＩＡ：肌色を除く不透明な素材で被覆されなければならない身体部分。

ＰＬ：パンティーの下部のラインの上限、ヒップのふくらみ全体を被覆。

。 腰骨の最上部。

ハイカットパンティ、Ｔバックショーツ、ヒップライン以下のカットは不可。

は完全にスカート等で覆われていなければ

はできるだけ隠れていることが望ましい。

ツーピス使用の場合には、トップはブラジャーであってはならない。

体側面のヒップラインとパンティーラインの幅は５センチ以上。

胸部および腰部は不透明の素材で覆われていること。

上着（タキシードも可）またはベストを着用する。 色は黒または紺。

ワンピース、またはブラウスにスカート

スカート丈の短い箇所については、膝中心より２０cm までとする。

スラックス・スパッツ等のパンツ類は不可

黒または紺の上着（タキシードも可）・ベストを着用してもしなくてもよい。

ワンピース、またはブラウスにスカート

スカート丈の短い箇所については、膝中心より２０cm までとする。

等のパンツ類は不可。 スカートの下に同色のアンダーウエアを着用する。

色のネットは不可。

服装規程について

黒か紺のネクタイ又は白蝶ネクタイ。

白燕尾服用シャツ。 白蝶ネクタイ。

ＩＡ：肌色を除く不透明な素材で被覆されなければならない身体部分。

シースルー可。

ＰＬ：パンティーの下部のラインの上限、ヒップのふくらみ全体を被覆。

腰骨の最上部。

より下部でのスリットは可。

シャツ及びトップはいずれの色も可、多色も可。

シャツの開胸部位置はベルト・バックルの中心

ズボンと同色のベスト、ジャケット、ボレロジャケットは自由選択可。

スカーフ使用の場合は結ばれて、またシャツの中に指し込まれな

スパンコール状にしたものや金属素材は不可。

ＩＡ：肌色を除く不透明な素材で被覆されなければならない身体部分。

ＰＬ：パンティーの下部のラインの上限、ヒップのふくらみ全体を被覆。

腰骨の最上部。

ハイカットパンティ、Ｔバックショーツ、ヒップライン以下のカットは不可。

は完全にスカート等で覆われていなければ

はできるだけ隠れていることが望ましい。

ツーピス使用の場合には、トップはブラジャーであってはならない。 ビキニ不可。

体側面のヒップラインとパンティーラインの幅は５センチ以上。

胸部および腰部は不透明の素材で覆われていること。 肌色のパンティーは不可。

色は黒または紺。

までとする。 また長い箇所は、床面より２５

黒または紺の上着（タキシードも可）・ベストを着用してもしなくてもよい。

までとする。 また長い箇所は、床面より２５

スカートの下に同色のアンダーウエアを着用する。

黒か紺のネクタイ又は白蝶ネクタイ。

白蝶ネクタイ。

ＩＡ：肌色を除く不透明な素材で被覆されなければならない身体部分。

ＰＬ：パンティーの下部のラインの上限、ヒップのふくらみ全体を被覆。

より下部でのスリットは可。

シャツ及びトップはいずれの色も可、多色も可。

シャツの開胸部位置はベルト・バックルの中心

ズボンと同色のベスト、ジャケット、ボレロジャケットは自由選択可。 ズボンやトップとマッチした

スカーフ使用の場合は結ばれて、またシャツの中に指し込まれな

スパンコール状にしたものや金属素材は不可。

ＩＡ：肌色を除く不透明な素材で被覆されなければならない身体部分。

ＰＬ：パンティーの下部のラインの上限、ヒップのふくらみ全体を被覆。

ハイカットパンティ、Ｔバックショーツ、ヒップライン以下のカットは不可。

は完全にスカート等で覆われていなければ

はできるだけ隠れていることが望ましい。

ビキニ不可。

体側面のヒップラインとパンティーラインの幅は５センチ以上。

肌色のパンティーは不可。

また長い箇所は、床面より２５

黒または紺の上着（タキシードも可）・ベストを着用してもしなくてもよい。 サッシュベルト類は不可

また長い箇所は、床面より２５

スカートの下に同色のアンダーウエアを着用する。

黒か紺のネクタイ又は白蝶ネクタイ。

白蝶ネクタイ。

シャツ及びトップはいずれの色も可、多色も可。

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。



DANNCE CLUB BB HALL
音響抜群 ８０坪の桜材足に優しい HALL です

一面の鏡張りの綺麗な HALL です

皆様のお越しをお待ちしています

営業時間：PM1:00～PM10:00
入 場 料：一般 1200 円 月会員 8000 円 学割・団体割引あり

定 休 日：なし（12/30～1/2 は休み）

喫 茶 室：ドリンク 200 円、軽食あり

      お茶、お菓子、おいしい湧き水は無料

ダンスパーティー：毎月 最終日曜日 PM1:00～6:00 1200 円

個 人 レ ッ ス ン ：随時予約 １レッスン 3000 円

団 体 レ ッ ス ン ：AM11:00～12:30
月曜日：スタンダード 岡田大輔先生

  入会金 2000 円 レッスン料 月 5000 円

水曜日、土曜日：スタンダード レッスン料１回 1000 円

貸しホール：火 木 金 午前中～12：00 まで １時間 3000 円

〒561-0856 大阪府豊中市穂積１－３－１ ブライジェントウエスト２F 駐車場１２台分有

TEL FAX 06-6868-0110 ホームページ http://homepage2.nifty.com/danceclub-bbhall/



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

ダンスサークル浩蘭会

とても陽気なダンススポーツサークルです。

練習日    第二 第四 金曜 13：00～15：00
場  所   西の京 西京公民館

他サークルとの交流も積極的におこなってます。

【お問い合わせ】

0742-47-7778 村田  186-090-8468-0089 大江





競技会役員

競技会会長 大江 偉夫

実行委員長 西村 増雄

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

副採点管理長 伊東 勝

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 下垣 都博 山内 美智子 大江 章弘

奥田 徹 笠井 由美子 上田 紀代子 上亟 明

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 松岡 裕美 堀田 邦子 小野村 順子 大江 偉夫

進行掲示 塩田  稔   筧 正子

選手担当 下垣 都博

会場整備 西村 増雄 大江 章弘

ビデオ撮影･編集 西村 増雄 佐野 信哉 上田 紀代子

救護 山内 昌孝（医師） 湯地 洋香（看護師）

採点管理 佐野 信哉 伊東 勝 上田 紀代子

成績表管理 白波瀬 利光 堀田 隆 上亟 明 下垣 都博

奥田 徹

チェック票集配 奥田 好子 吉田 恵美子

（協力 東洋医療専門学校 救急救命士学科）

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．平川 順一（西部） Ｅ．赤羽 治（関東甲信越）

Ｂ．吉徳 恵子（西部） Ｆ．秋山 賢一（関東甲信越）

Ｃ．伊藤 日登美（西部） Ｇ．中谷 秀明（九州）

Ｄ．山口 紀美代（関東甲信越）    （敬称略）
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