
主　催；　　　　参加費無料   　　　　　　　    ２００８年１２月１４日（日）
姫路フォークダンス協会   　　　　　　　　  会場；網干市民センター

足ならし　９：４５～１０：００ １１：１０～１２：００ 　 59 レモイツェ　’08ﾃｵﾄﾞｰﾙ (ﾙｰﾏﾆｱ)
1 ホラ　デ　ムンテ (ﾙｰﾏﾆｱ) 　 27 ドントビースチューピット (ﾚｸ) 　 60 ライナ　サモディバ (ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ)
2 ホラ　ジュニロール (ﾙｰﾏﾆｱ) Ｌ 28 デイング　デイング　ドンク (ﾚｸ) 　 61 ラシール　レハ (ｲｽﾗｴﾙ)
3 マビボンチェク (ﾄﾙｺ) 　 29 アヴネイ　ハホシェン (ｲｽﾗｴﾙ)
4 キシュメ　シャウル (ｲｽﾗｴﾙ) 　 30 オピンクゥツァ (ﾙｰﾏﾆｱ) サークル紹介・特集１３：００～１３：５５
5 プレスカバック　コロー (ﾕｰｺﾞ) 　 31 リイエルシャライム (ｲｽﾗｴﾙ) Ｍ 62 ジングル　ベル (ｱﾒﾘｶ)
6 ラジ　ベレ (ﾏｹﾄﾞﾆｱ) 　 32 トドルキノ　ホロ (ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ) Ｍ 63 ダンシングインザストリート (ｱﾒﾘｶ)

33 ホラ　ヌンタシロール (ﾙｰﾏﾆｱ) Ｍ 64 リング　マズルカ (ｽｶﾝｼﾞﾅﾋﾞｱ)
１０：００～１１：００ 34 スルバ　バトゥタ (ﾙｰﾏﾆｱ) Ｍ 65 赤鼻のトナカイ (ﾚｸ)
理事長挨拶・ほか 35 クラリネット　ポルカ (ｱﾒﾘｶ) 66 シルタキ　ソングオブナイト (ｷﾞﾘｼｬ)

Ｃ 36 マズルカ　メキシカーナ (ﾒｷｼｺ) 67 アシュレイ　ハイシュ (ｲｽﾗｴﾙ)
7 ネダグリブネ (ｾﾙﾋﾞｱ) Ｃ 37 ウルバファンカ (ﾏｹﾄﾞﾆｱ) 68 ホラデマナデラ　ラスティ　’08ﾃｵﾄﾞｰﾙ(ﾙｰﾏﾆｱ)
8 イダムネイダム (ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ) 　 38 デド　ミリ　デド (ﾏｹﾄﾞﾆｱ) 69 エレッツ　エレッツ (ｲｽﾗｴﾙ)
9 ホラ　マレ (ﾙｰﾏﾆｱ) 　 39 トレンダフィル　デ　ラ　ゴイチァ (ﾙｰﾏﾆｱ) 70 スノスティテプラテフ (ﾏｹﾄﾞﾆｱ)

10 クマノフスコ　オロ (ﾏｹﾄﾞﾆｱ) 　 40 ブエネック (ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ) Ｃ 71 ティコ　ティコ (RD)
11 アリパシャ (ﾄﾙｺ) 　    Ｃ 72 カーニバル (RD)
12 イバニッツェ (ﾏｹﾄﾞﾆｱ)
13 ツァデク　カタマー (ｲｽﾗｴﾙ) 食事　１２：０１～１３：００ 　 休憩　１３：５５～１４：１０
14 ホラ　ディン　カラシュ’08ﾃｵﾄﾞｰﾙ (ﾙｰﾏﾆｱ) Ｌ 41 野ばら (ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ) 73 ホラ　フェメイロール (ﾙｰﾏﾆｱ)
15 マルカ　モマ (ﾌﾞﾙｶﾘｱ) Ｌ 42 ウイヴシーラウンドアバウト (ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ) 74 テルベルスカ　レカ (ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ)

　 16 イニヴィツルニ　フェアタモイ (ﾙｰﾏﾆｱ) 43 レカンスコ (ﾏｹﾄﾞﾆｱ) 75 アルネル　デ　ラ　ダネッツ’08ﾃｵﾄﾞｰﾙ(ﾙｰﾏﾆｱ)
Ｃ 17 タミー (RD) 44 スタロザゴルスコ (ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ) Ｃ 76 スイートハート　ワルツ (ｱﾒﾘｶ)
Ｃ 18 エーデルワイス (RD) 45 カバダルスコ (ﾏｹﾄﾞﾆｱ) １４：１０～１５：１０

19 ドヴァスティ　トリスティ (ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ) 46 モイアテジ (ﾏｹﾄﾞﾆｱ) Ｌ 77 ポッパ　ピッコリーノ (ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ)
　 20 ブラプチェト (ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ) 47 メラクリヤ (ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ) Ｌ 78 レッドリバーバレー (ｱﾒﾘｶ)
　 21 シルトー (ｷﾞﾘｼｬ) 48 ドレニッツァ (ｺｿﾎﾞ) 79 ベロフスキーチョチェック (ﾏｹﾄﾞﾆｱ)
M 22 ケンタッキー　ツー　ステップ (ｱﾒﾘｶ) Ｃ 49 フローレン (RD) 80 ペラザハブ (ｲｽﾗｴﾙ)
M 23 ダッチ　カップルス (ｵﾗﾝﾀﾞ) Ｃ 50 アダのクヤビヤク＃３ (ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ) 81 アルネルデマナデラゴイチャ (ﾙｰﾏﾆｱ)

51 テンラ (ｲｽﾗｴﾙ) 82 アニゾヘル (ｲｽﾗｴﾙ)
休憩　１１：００～１１：１０  52 ラクムベラアモード (ｲｽﾗｴﾙ) 83 バニイスコ (ﾏｹﾄﾞﾆｱ)

Ｃ 24 真珠貝の歌 (RD) 　 53 ブリュールルイスバルチア '08ﾃｵﾄﾞｰﾙ (ﾙｰﾏﾆｱ) Ｍ 84 ヴァルス　ドゥ　ラミツェ (ｶﾅﾀﾞ)
Ｃ 25 ラストチーターズ　ワルツ (RD) 　 54 クライテレデラサルチア　’08ﾃｵﾄﾞｰﾙ (ﾙｰﾏﾆｱ) Ｍ 85 オオ　スザンナ (ｱﾒﾘｶ)
　 26 ロイヤルチョコレートフラッシュ (ﾚｸ) Ｃ 55 ヴォズドゥシェニィヴァルス (ﾛｼｱ) Ｍ 86 リトルマンインナフィックス (ﾃﾞﾝﾏｰｸ)

Ｃ 57 ラ　ファイラダストラダ (ｽｲｽ) 87 ベロリチェリュバム (ﾏｹﾄﾞﾆｱ)
＊　曲は都合により変更することもあります 　 58 スルバ　デ　ラ　エニセラ　’08ﾃｵﾄﾞｰﾙ (ﾙｰﾏﾆｱ) 88 レスノト（キャンドルサービス） (ﾏｹﾄﾞﾆｱ､他)

クリスマスフォークダンスパーティー


