
  　　  　　　　　   　　　　　 201９年3月３日（日）

  　　　　　　　　 　　　　     会場；イーグレひめじ

　  
9：30～13：00 ＊ 41 ケショナボ (ｲｽﾗｴﾙ) 81 ツァハカズバレリ (Tom)

1 カラマハラ (Alexandru) ＊ 42 アフリカブンブン (板東) 82 バットテマン (Moshiko)
2 ソブラレミセスヴァトヴィ (Ventzi) ＊ 43 スイートハートワルツ (ｱﾒﾘｶ) 83 シトナズボレンカ (Yves)
3 ポサヴィノム (Zeljko) ＊ 44 フローレン (ﾗｳﾝﾄﾞ) 84 ラドミルスコホロ (Yves)
4 マリノ (Atanas) ＊ 45 ミヌエット (ﾌﾗﾝｽ) ＊ 85 カントリーウォーキン (ﾗｲﾝﾀﾞﾝｽ）
5 チョフルデラヴァトラドルネイ (Theodor) ＊ 46 チリビム (Moshiko) ＊ 86 ラグルタグルジプシーオー (板東)
6 マイロ (Tom) 47 2018Shmulikより (Shmulik) ＊ 87 クッドアイハブディスダンス (ﾗｳﾝﾄﾞ)
7 ホラコリンツァーナ (Silvia） 48 2018Shmulikより (Shmulik) ＊ 88 ラストワルツ (ﾗｳﾝﾄﾞ)
8 コツァキア (Joe) 49 2018Shmulikより (Shmulik) ＊ 89 白い恋人たち (ﾗｳﾝﾄﾞ)
9 ボスマット (Moshiko) 50 2018Shmulikより (Shmulik) ＊ 90 ピアンオトメラク (Ventzi)

10 ゴルベチースカ (Ventzi) 51 ホラ・カ・ラ・ニャムツ (板東) ＊ 91 ホラデラプリマリエウンスス (Silvia）
理事長挨拶 52 ブリュウデラドブルラウ (Theodor) 92 ティフィラ (ｲｽﾗｴﾙ)

＊ 11 ドブロウトロマケドニヨ (Ventzi) 53 バリエブスカポドバラ (先崎) 93 カラユスフ (Ahmet)
＊ 12 プストノルド (Yves) ＊ 54 アンゲリーナ (板東) 94 ドレニッツァ (Atanas)
＊ 13 ペラザハブ (Moshiko) ＊ 55 ポブレカーナ (板東) 95 ゲルバレ (Ahmet)
＊ 14 ペトイエクミ (Zeljko) ＊ 56 シガシガパラケスヴィ (Joe) 96 パンダラシュ (Yves)
＊ 15 ホラディンツドラ (Ｃｒｉｓｔｉａｎ) 57 マチカトリゴナ (Ahmet) 97 ハイローマムンガールルケ (Tom)
＊ 16 ホラコリンツァーナ (Silvia） 58 モマオディザボダ (Ventzi) 98 ダルダラ (Tom)

17 タムザラ (Joe) 59 ジャデリ (Moshiko) ＊ 99 ヘイヨヤ (Moshiko)
18 アラビムフェルラヒ (Ahmet) 60 スタロマケドンスコ (Atanas) ＊ 100 アレニズヴェズティ (板東)
19 カルガマチュカタ (石坂) 61 ジアナディンアウリグ (Theodor) ＊ 101 コルネダライ (Shmulik)
20 スタロエルケチュコ (石坂) 62 シャタヒバル (Tom) ＊ 102 エレッツアフバ (Fusae)
21 チンポイ (Mihai) 63 ムッシュカルルツングーシュ (Tom) ＊ 103 シャレニチェラプキ (Joe)
22 パレリシャラン (Tom) 64 ダスマニーチガニロール (Alexandru) ＊ 104 アルティクオフケエン (Tom)
23 ホザンキ (Ahmet) 65 バナツグノースカラザン (Tom) 105 ガリチカスバドバ (Atanas)
24 メオハブアドハシャマイム (Dudu) 13：00～16：00 106 グラディシュダンシス (Zeljko)

＊ 25 スバドバルスコズムズム (Atanas) 66 チャイルスコ (Atanas) 107 ヤキルメナヒム (Moshiko)
＊ 26 ホラドリャプタ (Alexandru) 67 ヴァガルシャパティ (Tom) 108 メグダンスコ (Ventzi)
＊ 27 ホラヴェケ (Cristian) 68 ホラデラロセティ (Silvia） 109 アラップ (Ahmet)
＊ 28 ナドゥヴォールセディ (石坂) 69 ツァハダ (Moshiko) 110 テンラ (Shmulik)
＊ 29 リャナデラゴイチェ (Theodor) 70 ユタ (先崎) 111 ハライライエシュハギガ (Dudu)

30 アルネル・デ・ラ・オロデル (Theodor) 71 アルナウチャスカ (Theodor) ＊ 112 カランフィル (Jaap)
31 ドブルジャンスカラチニッツァ (Zdravko) 72 ドブルジャンスカレカ (Yves) ＊ 113 デアウリツィ (Silvia）
32 ビエロリッツァクルグロリッツァ (Alexandru) 73 デブカカルミエール (ｲｽﾗｴﾙ) ＊ 114 リュボフタイメラコ (Ventzi)
33 ビトルスコ (Atanas) 74 ジャンパラレレデラトプライサル(Silvia） ＊ 115 アシュレイハイシュ (Israel)
34 ゼンスカシプタルスカイグラ (Ｃｉｇａ) 75 レフネラネナ (Shmulik) ＊ 116 コルルノウ (Silvia）
35 スリベンスコパイドウシュコ (Yves) ＊ 76 グラッセベリ (Zeljko) ＊ 117 スレマニーケルゼ (Tom)
36 ジェンスコグラオブスコ (Yves) ＊ 77 ジアナデラグララウルイ (Silvia） ＊ 118 ホラツィオン (ｲｽﾗｴﾙ)
37 ハルサンエガン (Tom) ＊ 78 イエルドトヴイエラシャイム (Shmulik) ＊ 119 レスノト (ﾏｹﾄﾞﾆｱ)
38 カラジョイ (Atanas) 79 コハブハルア (Moshiko)

　 39 ベハシュム・ミツィ・オン・イシャグ(Moshiko) 80 ドンチェボ (Atanas) 　 副理事長挨拶
＊ 40 ベクリチェルドムラド (Atanas) 　 　 　 　 2018.10.21

＊印はひよこ例会（初級向）でコールしています 曲は都合により変更することがあります

主　催；姫路フォークダンス協会


