
  　　　　　　　   　　　　　 2015年3月1日（日）

  　　　　　　　　 　　　　 会場；イーグレひめじ

１．　９：３０～１０：００ 　 ５．１１：３０～１２：００
1 ヴァルスアヴィヴィ (Moshiko) Ｃ 40 踊りあかそう (ﾗｳﾝﾄﾞ) 77 ドレニッツァ (Atanas)
2 ホラ　ヴェケ (Cristian) Ｃ 41 ザラ (ｲｽﾗｴﾙ) 78 イナドゥナ (Ahmet)
3 ナリノ (Ahmet) 42 アマネット (Ventzi) 79 デチォバニエ (Cristian)
4 サフィティッツァ (Silvia) 43 リフネイヴェアハレイ (Shmulik) 80 ゼンスコチャムチェ (Atanas)
5 ダビットハメレフバラメシバ (Shmulik) 44 アイオイノウス (Joe) 81 エイゾラクダニット (Shmulik)
6 メルニシュコ (ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ) 45 グッリ (Ahmet) 82 イエデラ Theodor)
7 コルルノウ (Silvia) 46 ルステム (ﾙｰﾏﾆｱ)  
8 ティフィラ (ｲｽﾗｴﾙ) Ｃ 47 メズィットアヘレット (Dudu) ９．１４：００～１４：３０
9 ペバトゥータ (ﾙｰﾏﾆｱ) Ｃ 48 スキャッタープロムナード (ｲｷﾞﾘｽ) Ｃ 83 バイスクルワルツ (ﾗｳﾝﾄﾞ)

10 インチイマナィー (Tom) ６．１２：００～１３：００ Ｃ 84 ヴァルスフローデルスボ (ﾃﾞﾝﾏｰｸ)
２．１０：００～１０：３０ 49 ミシャマイム　　　　　　　　'14 (Shmulik) 85 タンザラ (Joe)
Ｃ 11 アメージンググレイス (ﾗｳﾝﾄﾞ) 50 イシャケイニ                 '14 (Shmulik) 86 トロプカデラトゥルチア Theodor)
Ｃ 12 ルンバリハン (ﾗｳﾝﾄﾞ) 51 ベエズラットハシェム      '14 (Shmulik) 87 ナブラライエ (Zeljko)

13 ケフ (Cristian) 52 シャアレイミズラハ         '14 (Shmulik) 88 テジョチクフォクレ (Robert)
14 ロリーアフチーク (Tom) 53 アハバロノルマリト         '14 (Shmulik) 89 ハロモット (Gadi)
15 ヴァレシュキプターレ (Robert) 54 シュマエロカイ               '14 (Shmulik) Ｃ 90 マタドール (Avi)
16 タシュタシュ (Shmulik) 55 レイリ                           '14 (Shmulik) Ｃ 91 ヤントウホのポロネーズ (ﾄｳﾎ)
17 レモニヤ (Joe) ☆ 56 ウィンドミルカドリール (ｱﾒﾘｶ)  
18 メラクリア (Ventzi) ☆ 57 エリザベスカドリール (ｱﾒﾘｶ) １０．１４：３０～１５：００
19 ドルゴト (Atanas) 58 スタロマケドンスコ (Atanas) 92 イムグサン (Tineke)
20 ベンヤ (Moshiko) 59 ハライライエシュハギガ (Gadi) 93 アルバンスカスバドベナイグラ (ｱﾙﾊﾞﾆｱ)

３．１０：３０～１１：００ 60 タンザラポンプリ (Tom) 94 ベルコボ (Atanas)
☆ 21 スコットミークル (ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞ） 61 スルバデラヴェルカネシュティ (Silvia) 95 ホラレリア Theodor)
☆ 22 ドミノエイト (ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞ） 62 ネドウニア (Shmulik) 96 セフアケロフアフチーク (Tom)

23 オフリドスコ (Atanas) 63 バナザネルザッパバル (Tom) 97 スバドバルスコズムズム (Atanas)
24 バカパイン (Shmulik) 64 トブツェバテム (Avi) Ｃ 98 スィートスマイル (ﾗｳﾝﾄﾞ)
25 ジアナデラティリスカ (Silvia) ７．１３：００～１３：３０ Ｃ 99 アーノルドサークル (ｱﾒﾘｶ)
26 アダマベシャマイム (Gadi) ☆ 65 パンチボウル (ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ） Ｃ 100 ザラストワルツ (ﾗｳﾝﾄﾞ)
27 セレズ (ｾﾙﾋﾞｱ) ☆ 66 カスカード (ﾛｼｱ)  
28 ハニオティコス (Joe) 67 カラジョイ (Atanas) １１．１５：００～１５：３０
29 ハルサニーク (Tom) 　 68 エイナイム (Avi) 101 ホラプロイイデラミトレニ (Silvia)
30 ホザンキ (Ahmet) 69 アルカラ (ﾚﾊﾞﾉﾝ) 102 ライナサモディバ (Ventzi)

４．１１：００～１１：３０ 70 ジャデリ (Tom) 103 オデヤ (Moshiko)
Ｃ 31 インバル (Dudu) 71 モイアティジ (Atanas) 104 ディルラダ (ｷﾞﾘｼｬ)
Ｃ 32 アニィーズワルツ (ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ） 72 ケショナボ (Avi) 105 カレニンディビンデ (Ahmet)

33 ドブルジャンスカレカ (Yves) 73 ホラフェメイロール (ﾙｰﾏﾆｱ) 106 ティーン (Tom)
34 ツァハカズバレリ (Tom) ８．１３：３０～１４：００ Ｃ 107 ビンゴワルツ (ｱﾒﾘｶ)
35 テンラ (Shmulik) Ｃ 74 カントリージェントルマン (ｱﾒﾘｶ) Ｃ 108 キャトルコールワルツ (ｱﾒﾘｶ)
36 ジュルジャナ (Tom) Ｃ 75 ミヌエット (ﾌﾗﾝｽ) 109 スレクナリュウボフ (Atanas)
37 グラディシュチェダンスィズ (Zeljko) Ｃ 76 カイザーレンドラー (ｵｰｽﾄﾘｱ) 110 バニィスコ (Atanas)
38 クラックシズ (Ahmet) 　 　
39 レカンスコ (Atanas) 曲は都合により変更することもあります Ｃ パートナーのいる踊り

Ahmet '15の曲を数曲追加します 時間は目安です ☆ 隊形の踊り 2015.02.24

主　催；姫路フォークダンス協会 フォークダンスパーティー in 姫路 


