
  　　　　　　　   　　　　　 2017年3月5日（日）

  　　　　　　　　 　　　　 会場；イーグレひめじ

開始　9：30～ 　  
1 ホラコリンツァーナ (Silvia） 41 レカンスコ (Atanas) 81 ベエズラットハシェム (Shmulik)
2 バフラホロヌ (Joe) 42 セヴァニバル (Tom) 82 チャスツスキー (Alexandru)
3 デドミリデド (Atanas) 43 ドブルジャンスカレカ (Yves) 83 トロプカデラトゥルチア (Theodor)
4 リリャノヴォト (Ventzi) 44 ルチュカ (石坂) 84 ヴァルカノヴォ (Ventzi)
5 ヴェルヴェリシャラン (Tom) 45 メルニシュコ (Janet) 85 バルタデラヴァダストラ (Silvia）
6 イエバレヘハ (ｲｽﾗｴﾙ) 46 ラウフ (Shmulik) 86 クリステノト (Atanas)
7 カラバナチャイカ (ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ) 47 サメア (Shmulik) 87 アンドロレトルゥネ (Yves)
8 ピノサブカ (ｾﾙﾋﾞｱ) 48 イエレッドトフイエルシャライム (Shmulik) 88 ビージョー (Tom)
9 スヴァドバルスコ (Atanas) 49 コルルアロムン (板東) 89 シルタモシュ (Moshiko)

10 マイロ (Tom) 50 ヘイギディエリジュメント (Ercument) 90 ライナサモディバ (Ventzi)
11 モイアテジェ (Atanas) 51 バハル (板東) 91 ペトイエクミ (Zeljko)
12 ハルサニーク (Tom) 52 マリノ (Atanas) 92 ヘレフ (Ahmet)
13 モミノホロ (Yves) 53 ガパンウェディングダンス (Tom) 93 ジュルジェヴィッツァ (ｾﾙﾋﾞｱ)
14 ルステムスチット (ﾙｰﾏﾆｱ) 54 ザカリア (Moshiko) 94 ジアナデラグララウルイ (Silvia）
15 グラドセベリ (Zeljko) 55 ホロヴォド (Alexandru) 95 オリエント (ｾﾙﾋﾞｱ)
16 グリ (Ahmet) 56 ケショナヴォ (ｲｽﾗｴﾙ) 96 バンスコリィスコ (Ventzi)
17 ディヴチバルスココロ (ｾﾙﾋﾞｱ) 57 ギリシャのシルト (ｷﾞﾘｼｬ) 97 ヴァルスアヴィヴィ (Moshiko)
18 ドレニッツァ (Atanas) 58 ﾊﾟﾝﾀﾞﾗｼｭﾃﾞﾗﾅｳﾞｫﾀﾞﾘ (Theodor) 98 ホラベッサラビアナ (Theodor)
19 マリキノ (Ventzi) 59 エルゼルム (Tom) 99 ツィルツェレイシャマ (Shmulik)
20 ドスパトスコホロ (Yves) 60 クラックシズ (Ahmet) 100 メディナソエレット (Shmulik)
21 ネドウニア (Shmulik) 61 ラグルタグルジプシーオー (Line dance) 101 ベンヤ (Moshiko)
22 タムザラ (Joe) 62 オパス (Yves) 102 セレズ (板東)
23 イナドゥナ (Ahmet) 63 セディドンカ (石坂) 103 ナブラライエ (Zeljko)
24 メオハブアドハシャマイム (Ｄｕｄｕ) 64 シトナズボレンカ (Yves) 104 ロリーアフチーク (Tom)
25 ドブルジャンスカパンダラ (ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ) 65 ブライナ (ｾﾙﾋﾞｱ) 105 ハロモット (ｲｽﾗｴﾙ)
26 ヤニノオロ (ﾏｹﾄﾞﾆｱ) 66 ブラシュコ＃２ (Yves) 106 ツヴェタモマ (Ventzi)
27 カラジョイ (Atanas) 67 ルステム (ﾙｰﾏﾆｱ) 107 リングマズルカ (ﾐｸｻｰ)
28 イムロッツィム (ｲｽﾗｴﾙ) 68 ジャデリ (Moshiko) 108 スキャッタープロムナード (ﾐｸｻｰ)
29 スタロザゴルスコホロ (Yves) 69 ホラプロイイデラミトレニ (Silvia） 109 クモヴォオローシルトス (Yannis)
30 バカパイン (Shmulik) 70 ビンゴワルツ (ﾐｸｻｰ) 110 アルナウツコ (Yves)
31 ポサヴィノム (Zeljko) 71 ウエスタンプロムナード (ﾐｸｻｰ) 111 レモニア (Joe)
32 ボルシャイシャラニ (Tom) 72 スタロマケドンスコ (Atanas) 112 カランフィロモメ (石坂)
33 ハライライエシュハギガ (Dudu) 73 レフネラネナ (Shmulik) 113 ヨバノヨバンケ (ﾏｹﾄﾞﾆｱ)
34 ナストルガドゥキャン (ﾏｹﾄﾞﾆｱ) 74 パピンゴ (Joe) 114 バニィスコ (Atanas)
35 イエローキャッツジグ (ﾐｸｻｰ) 75 モスラバチキドルメッシュ (Zeljko) 115 ティフィラ (ｲｽﾗｴﾙ)
36 カイザーレンドラー (ﾐｸｻｰ) 76 レベドウシュカ (Alexandru) 116 レスノト (ﾏｹﾄﾞﾆｱ)
37 ケフ (Cristian) 77 グラスカロコロ (Roberto) 　
38 ドルゴト (Atanas) 78 ホラデライヴェスティ (Theodor) 　
39 ﾊﾞﾅｵﾛｰﾙｼｮﾛｰﾙﾀﾙｽｳｰｼﾀﾞｸ (Tom) 79 ジアナデラアウリグ (Silvia） 終了～16：00
40 レイリー (Shmulik) 80 タムザラポンプリ (Tom) 2017.01.12

　 お昼休憩はありません、お好きな時に昼食を 踊りは都合により変更することがあります

姫路市体育協会７０周年
姫路フォークダンス協会５５周年 バルカンフォークダンスパーティ in 姫路


