
“広げようダンススポーツの輪 !"に向かつて

神奈川県ダンススポーツ連盟

会長 仲 野  巽

過去2年間神奈川県DS連盟の活動は、神奈川県体育協会への正加盟や競技・普及に対する組

織的活動が定着してきましたが、まだまだ遅れていること、やらなければならないことが沢山あ

ります。

その中でも特に力を入れたいのが、「広げようダンススポーツの輪 !J、 ダンススポーツの普

及活動です。

日本の社会は、今大変な少子高齢化社会に突入 しています。私達の周囲でも若者に比べて高齢

者を見かけることが多くなってきました。また、全く同様に日本ダンススポーツ連盟の会員年齢

を見ても年々高齢化が進んでおり、今や平均年齢は60歳 を超える位になつてきています。

この高齢化社会の到来の中で、 “健康で生きがいと潤いのある生活"を維持していくためにス

ポーツの持つ重要性が高まっていることは言 うまでもありません。ご存知の通 リダンススポーツ

は年令性別に関係なく、自分の技術 と体力に応 じて激 しくも楽にも、また比較的安全で手軽に楽

しめる、まさに生涯スポーツに最もふさわしいスポーツだと思います。

このすばらしいダンススポーツを競技だけでなく生涯スポーツとしても広く普及 しようとい う

ことで、神奈川県連も会員拡大活動を今年の事業計画の第一にすえて積極的に展開しようとして

います。

この活動の中心を担 うのが、JDSF公認指導員です。現場の第一線でダンススポーツ指導に携わ

る指導員が全員で、ダンススポーツは生涯スポーツとして最適、健康維持・増進に最適、ダンス

スポーツの輪を広げよう、とい う意思で指導を行つたときに、この活動は絶大な効果を発揮する

と思います。これからは、従来の技術のみを教える指導員からダンススポーツの良さを教える指

導員への変身が求められています。また、この活動を支援する仕組みとして各地での初心者講習

会の開催、技術認定会の開催、指導員講習会の開催を行つていきます。さらに全国的には遅れて

いたジュニア育成に対して専門部を設置して本格的に取 り組み、将来の会員や有望選手を養成し

ていきたいと思います。

これからの豊かで活力あるスポーツ生活を楽しんでもらうためにダンススポーツは最適な生涯

スポーツであることを、もつともつと周 りの人達に知つてもらいたいと思います。今年の神奈川

県DS連盟のテーマは、昨年に引き続いて「広げようダンススポーツの輪 !」 です。
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“初心者講習会開催 “

会員拡大委員会

委員長 大沼 俊雄

前任者の伊藤 定氏の後任 として会員拡大委員会を担当することになりました。

我が神奈川県はダンスに関しては日本一の県であると思つてお ります。 確かに、都道府

県対抗戦の優勝、ねん りんピックの準優勝、優秀強化選手の輩出等々、華々しい戦果や

状況を目の当た りにします と神奈川県は強い、 日本一のダンス王国と思 うのも当然でし

ょう。

神奈り県ダンススポーツ連盟 (以下JDSF)会員数にしても約3,900人 と東京都の約
7,500人に次いで全国第2位、こんなデータを見れば会員拡大など他県の話 と思われても

致 し方ないかも知れません。

JDSF本部の会員拡大委員会の指針の中に『人口1万人当り5人の会員』を目標 とする、
と言 う指針があります。この指針に照らして神奈川県の実態を解析 してみます と、実は
447人 (7・ 20現在神奈川県データ)であり約500人足 りないことにな ります。神奈川県は

人口が多いのだから無理だと言われる方も居ると思いますが、最も人 口の多い東京都は
605人 と目標をクリアー しているのです。関東地区では、その他茨城県が11.15人 、栃木

県が508人、静岡県が591人 と目標を達成 しています。別のデータも見てみましょう。
会員拡大実数のデータ (新入会員一退会会員=拡大人数  7・ 20現在神奈川県データ)で
は、23人増でした。19年 のJDSF総会で発表 されたデータでは対前年比9974%の 10人減でし

た。まだまだ種々のデータは有るのですが、会員拡大と言 う面から神奈川県を見ると残

念ながらダンス王国とは言い難いのではないでしょうか。

そこで、今年度の県会員拡大委員会では、JDSF本部会員拡大委員会の拡大指針に従い、
県内全市連盟において会員拡大のための初心者講習会を開催いた します。講習終了後にサ
ークルを結成 し認定サークルとして登録する方法で会員を拡大 して参 ります。
その他にも、ジュニア育成部への支援、技術認定部への支援、等々、10項 目のテーマ

を活動方針 として取 り組むことを決めました。 とはいえ実際に活動するのは各加盟団体
です。 どのテーマも実行あるのみ、まずはチャレンジしていくことが必要です。皆様の

ご協力をお願い致 します。

ダンス用品のことならおまかせ

華麗に貴女を演出いたします
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採点管理を手伝ってみませんか ?

採点管理部

部長  磯貝 英夫

採点管理は競技会を運営するためには欠かせない仕事です。 しかし、裏方に徹する仕

事のため、実際にどんなことをやっているのかを詳 しく知っている人はあまりいないと

思います。そのためか、 「採点管理は特殊技術が必要」と敬遠する人が多く、いつも同

じ人が担当している競技会がほとんどで、将来に渡って円滑な競技会運営を継続するた

めに新 しい採点管理担当者の育成が急務 となつています。競技会当日の審査結果集計な

どの作業は、パ ソコンを使用 しますが、JDSFでは共通の専用 ソフ トで簡単に実施できる

ように工夫 されていますので、パソコンでメールを打った り、インターネットを閲覧で

きる人なら誰でも競技会当日の作業はできると思います。興味のある人は、一度手伝つ

てみてください。

はじめまして

ジュニア育成部

部長  柴田 真理

昨年 12月 、県の リーダースキャンプで委員会からジュニア育成部 として承認 され、活

動を始めたばか りの一番新 しい部です。

現在、部員数は、女性部員 10名 、男性部員4名 です。他の部 と少 し違いますが、お解か り

でしょうか ?女性の数の多さです。ジュニアを育成する部 として、子育て経験のある女

性メンバーの力を最大限発揮 していただき、難問難題に取 り組んでまい ります。

目標は、情熱のあるジュニア指導員の数を増や し、知恵を出し合い、加盟団体、DS
Cにできるだけ多くの公認ジュニアサークルを立ち上げることです。現在藤沢に第一号

となる 「湘南キッズ」が誕生いたしました。4歳～12歳 の子 ども達のグループです。

どの地域でも若年層の会員が少ない、ほとんどいない状態です。10年後はどうなるの

でしょう。・ 。とても心配です。

でも、過 日行われた公認講習会には、多くの熱意ある方達の参加を見る事ができ、希

望が持てました。

現在、公認ジュニア指導員は県内に5名 ですが、9月 に東京で行われた第2回 目の検定試

験には40名 弱の方達が臨みました。新 しい指導員 と力を合わせ、ジュニアサークルの子

ども達と共に、 「神奈川に新風をJと 思っています。

言 うは易 し行 うは難 しですが、まさしく、今、産みの苦 しみです。
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会員の皆様、ぜひ力を貸 して下さい。お孫 さんを連れてきて下さいませんか

川のジュニアサークルに。

神奈
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全国に先駆 けて Gl,G2・ G3の 認定会
  覇賃

認
T司鶴 綴 和夫

JDSF公認第7回神奈川県技術認定会を12月 15日 相模原のあじさい会館にて開催いたし
ます。

全国に先駆けて、Gl・ G2・ 03を実施いたします。01を合格致しますと」DSF公認C級普
及指導員の実技が免除されます。

いよいよ来年全国で初めて、県技術認定受験者から指導員が誕生いたします。認定会
は指導員になることは本人の自由選択では有りますが、今後の」DSFの (ダンススポー
ツ)発展に大いに期待できる人材が誕生いたします記念となる画期的な事は間違いあり
ません。
ダンス愛好家の皆様はご自分の健康に、生涯教育に、人生の楽しいひと時に、技術認

定会を有意義にご利用ただければと考えております。県技術認定部は惜しみなく益々皆
様方のダンススポーツにいろいろな角度から支援を致してまいります。皆様、よろしく
応援をお願いいたします。

相模DSFの 行事 相模ダンススポーツ連盟

会長   藤村 春夫

相模ダンススポーツ連盟では、相模ダンスフェスティバルや、競技は苦手だけど自分
がどこまで出来るのか試せる技術認定会、そ して基本がしつか り習える技術認定講習会
を開催 しています。

相模ダンスフェスティバルでは、いろいろな角度からダンススポーツが

楽 しめるように、カップル合計年齢戦や地域密着型の競技区分を取 り入れ

参加 しやすい競技会をアピール しています。

又、今年度は当連盟の会員が拡大できるように準備を進めています。そ
の一つとして当連盟の中で会員の充実を図 りたい地域を中心にダンススポ
ーツの楽 しさや 自分でも踊ることが出来るのだと実感できるような 「初心 ′

者講習会Jを実施できればと考えています。

横浜の今年のダンススポーツ

横浜市ダンススポーツ連盟

会長  磯田 一夫

横浜のダンススポーツは、ここ数年確実に成長をしていると感じています。
この成長のなか、よリー層の飛躍を図る為に会員のレベルアップのための多様な講習

会と、ダンススポーツを身近にするための有力選手の支援活動を行うことにしました。
会員のために、組織ができることをきちんと実践し、ダンススポーツの魅了を、会員

および愛好者に知っていただきたいと思っています。
今年そしてこれからの横浜に期待をしていてください。

3の認定会
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当連盟は2年半前に県連盟に正加盟をし、7市連盟の中で一番新しい一番小さな連盟です
が、会員拡大に力を入れ組織陣容を整えて早く一人前の連盟となるべく頑張つております。
皆様のご支援ご協力を宜しくお願い致します。

創設 :平成13年 5月

市体協加盟 :平成 15年 4月  県連盟正加盟 :平成16年 12月

会長 :柴 田真理子

」DSF認定サークル数 113(ジュニアサークル 1を含む )

JDSF会員数 :139名  選手登録数 177名

事務局 :藤沢市遠藤8515 隅田雄- 0466876059
本年の主な事業 :

3月 1日 、創立5周 年記念式典 と祝賀パーティー

4月 、5月 、神奈川県ジュニア育成講習会 (藤沢市秩父宮体育館にて開催)

9月 12日 、14日 、藤沢市技術認定講習会  10月 6日 、第2回藤沢市技術認定
会

9月 、10月 、初心者無料講習会 (善行及び長後で開催)

11月 25日 、第6回藤沢市ダンススポーツ競技大会
12月 、会員の為の親睦ダンス旅行
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サークル紹介

スウィング 相模原市ダンススポーツ連盟

創 立 :平成8年6月   会員数 :18名 (平成19年 7月 )

練習会場 :相模原市立青葉小学校体育館  練習日:毎週日曜日

サークルの特徴 : ①スタンダー ドを主に練習するサークル

② 会員は全員カップルで参加している ③競技選手が多いこと

こんな紹介をすると、一見 競技選手の練習場のように思われるかも知れませんが、会員

はご夫婦カップルが多いためか 和やかで家族的なサークルです。  練習は全員が同じ

フィガーを踊る団体レッスン方式ですが 1周 日は初・中級選手を対象にしたベーシックフ

ィガーを2周 目は少し高度な上級者対象フィガーを組んで練習しています。どんなに上手

になっても基本を大切にしています。 入会は何時でも受付けています、見学して気に入
つたら入会ください。

お問合わせ 大沼俊雄 042-755-8196

プチ・ブーケ 藤沢市ダンススポーツ連盟

当サークルは、会員10名 の内夫婦4組個人2名 という構成で活動しております。

選手登録をして競技会に出場している4組は、D級から4級までというハイレベルなサーク

ルです。

設立は平成13年ですが、平成16年の湘南イング解散に合わせて認定サークルとなり、会

員を増やしてきました。

又、藤沢市連盟の競技会・技術認定会・ダンスパーティーでは裏方としても活躍していま
―〕

~。

活動場所は藤沢市村岡公民館で第2第4水曜日午後7時から練習しています。

当サークルの方針としては、心身共に健康で、永くダンスを継続するということです。

楽しく優雅に踊れる様にみんながんばつて、おります。

お問合せ  西村和三 〇466-81-4138

形夕講師洋 |こよる チ才のごいゎィンノノ

盤隠轟曽高
輛 PM2爛～棚 ("ル9091

編 耳鯨 竃糀 轟)

*団 体レッスソ ¥1,575,
*グリレープレッスソ ¥3,150-
*個人レッスソ ¥4,200‐から

★予約なしていつても入れます

★ 予 約 制 で 少 人 数

～お電話でお間t18わせ下さい

督盤費 ¥1.500-

月第1・第3日曜日ノ自由参加
時間 PA2:00～4:000リスンm分)

6
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サークル紹介

―キーダンスサークル 相模ダンススポーツ連盟

サークルを結成して14年 になります。会員はペアなので13

組26名 です。練習会場が体育館なので競技会を想定した練

習が出来ます。練習日はスタンダー ド (月 曜日で月 2回 )

はOBの 田中秀一講師、ラテン (毎週木曜日)佐藤典男/石
川ミツ枝講師でペアレッスンを受けています。ペアレッス

ンなのでお互いの長所、短所を講師が指摘して的確なア ド

バイスを受けるので充実した練習が出来ています。

又、姉妹サークルにディアダンスサークルがあります。

会員は34名 です。練習日は毎週金曜日体育館で合同練習をしています。ダンスの好きな

会員の集まりなので皆さん嬉々として練習に励んでいます。スタンダー ドとラテンを月

2回づつベーシックを基準に練習しています。スタンダー ド講師曽根表重、ラテン講師

佐藤典男/石川ミツ枝、初めてダンスをする方には別メニューで親切丁寧に指導してい

ます。

年間行事として年 1回のダンス旅行、夏は親睦会、忘年会等を合同で行つています。

お問合わせ 山本 046-229-1138

ハッピーダンシング 横浜市ダンススポーツ連盟

ハ ッピーダンシングは、平成 1年に設立致 しました。当時

は、10人 ほどで、横浜市連盟も同じ年に設立致 しました。

右も左 も分からない中一時100人 を越す大所帯で活発に活動

してた時も有 りました、現在46人で活動 してお ります。大

半が競技会に参加 してるサークルです。練習 日は、場所、

大国の横浜体育文化教室、土曜 日、14:00～ 18:00 月に一

回講師に吉田大治郎さんに指導 して頂いてます。

お問合わせ 佐藤  045-439-4949
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サークル紹

アン トニオ・クレオパ トラ会 鎌倉市ダンススポーツ連盟

秋の古都鎌倉は潮の香りも一段と強くなり、海からの風に心癒されるシーズンでもあ
ります。海岸通りは喧llkの 時が過ぎ、街並みは静かな侍まいを取り戻しております。
広大な海原と緑の山々に囲まれたこの鎌倉の地で、我がアントニオ・クレオパ トラ会は
活動しています。この名称は鎌倉にそぐわない様に思えますが、これは静御前の別称と
思って下さい。それ故、鎌倉には元々踊りに関心が高く上品で物静かな女性を相手に踊
れる男性陣は最高の歓びではありますが、失礼があつてはいけませんので気遣いも相当
なもので、競技会の成績が今ひとつの感があるのはその為かもしれません。
私達のサークルは今年で創立28年になります。毎年、ダンスパーティと強化合宿を

行つております。25周年には3回 目の記念誌を発行し、サークルの歴史を振り返り、会
員のダンスに掛ける情熱を確認する事も出来ました。会員数も70名程度をずっと維持し
ており、鎌倉では人気の高いサークルでもあります。ダンスをスポーツと捉え、競技会
にも通用する踊りを目指して、基礎練習を繰 り返しており、明日には大輪の花を咲かせ
る事を夢見ています。
お問合わせ 徳田安生 0467-53-2190

富士電機ダンス部 川崎市ダンススポーツ連盟

富士電機ダンス部は、戦後まもなく富士電機川崎工場内に発足し57年の歴史を有し
ています、今ではめずらしくなった企業内文体部に所属します。又、JDSFの元の社会人
ダンス連盟を築き挙げられた、川崎市ダンススポーツ連盟相談役の鈴木清先生は、我々
の大先輩であられます。

現在は、ダンススポーツとして競技会を楽しみ、
ス部の活動と、近隣地域の方々と共に、規制に問わ

れない生涯スポーツと交流を目的としたグループと
で成り立っています。
活動は、市立浅田小学校体育館 (月 曜夜)と健康づく
リセンター (水曜夜)の練習、発表会 (年2回 )、 クリ
スマスダンスパーティの開催、4月 の無料講習会
(6回コース)、 その他の親睦行事です。
これからも、連盟のご指導を受けながら地域の方々

と共にダンススポーツに取り組んでいきます。
お問合せ: 熊谷進 045-521-8535

技術向上を目的とした富士電機ダン
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2007年8月 11日 (土) 於)オ トモン  (神奈川県DSC)

技術向上練習
―

―

 
―

―

昨年から神奈川県DSC独 自の活動 として、会員の技術向窒整轟墨墓.

上と会員の親睦を目的に練習会を実施 しました。

当日は、猛暑の中にも拘わらず会員及び一般の方 (他

DSC)を 合わせ約80名 の方々が参加 して行われました。は

じめに、須田副会長より挨拶がありました。そ して、進

行司会を、 日比野事務局長が行いました。

内容 としまして、

☆松本達幸・輝美組により以下のワン・ポイン トレクチャーがありました。

●人は歩 くのに、足を交互に前に出して歩 く。ダンスの世界では、効き足 (左足・右足)を
意識する事で、ボディがスムーズに前進することが出来る。

●練習法 として、効き足を軽 く叩きながら前進するとことで、今、体重がどちらに乗つて

いるかを常に意識する為に、よリスムーズな動きに繋げることができる。

(他には、ホール ドせず、 リーダーがパー トナーの肩に両手を乗せて、親指を足の動

きに合わせて、合図を送ることで同様の練習ができる。 )

☆渡辺裕美DSC理 事よりJDSF課 題フィガーとして以下の説明がありました。

このフィガーは、三笠宮杯で使われることになっています。

モデルには、国中秀一・4ヽ林雅代組にお手伝いいただきました。

スタンダー ド及びラテンのフィガーを踊つていただき、とても判りやすい内容でした。

特にスタンダー ドでは、ステップの踊り方など会員からの質問が多く、モデル組に

踊つていただき、大変参考になりました。

練習タイムでは、松本組、及び渡辺理事、森木審判員にア ドバイスをお願いして、各々

カップルが、自分達の苦手なところ、うまく表現出来ない所の質問に対し、親切丁寧に

体感をまじえてのアドバイスを受け、時間終了まで大変有意義な練習会となりました。

DSC広幸艮音Б

写真撮影担当  大都

店舗にお越しいただくと

全 品 20%OFF

そヽ 工 2足ツよ

お買いあ|ヽ たヽだいた場頷

2足目からは30%値ヨ|き 致します !

T221-0002
横浜市神奈川区大口通127-1

マツモ トビル 2F

アステイック グループ

TEL 045-439-4949
FAX 045-439-4948

http://www asic― sounds com

ιC
②″0`タル
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神奈川県ダンススポーツ連盟

副会長 (指導部担当)  伊藤 定

都会と自然が共存する恵まれた神奈川県の地において県連盟昌1会長と

して 3期 目を迎えました。今後も皆様 とともにスポーツの普及 と振興に邁

進する所存です。また、これまで連載 してまいりました 「ダンススポーツ

と栄養」シリーズですが、今回よリテーマを広げて「ダンススポーツと健

康」に変更してより楽 しい記事にしたいと考えていますのでよろしくお願

いいたします。

ダンススポーツと健康

～ 「コア」のお話

ダンススポーツのパフォーマンスにおける 「体幹Jの重要性は広 く認識 されています

が、現在では体幹 とその周辺部位ならびに、体幹を 「曲げるJ 。「伸ばす」 。「回す」等

の運動を支える脊柱も含めて 「コア」 とい う概念で一般化 されてきています。

あらゆるスポーツや動作において、 「コアJは床や地面と接 した下肢で生 じたパワーを

上肢に伝達や連鎖させるために大変重要な位置付けですが、ダンススポーツにおいては表

現や リー ド&フ ォローのために欠かせない筋肉や骨格の集合体 (腹直筋、内腹斜筋、外腹

斜筋、腹横筋、脊柱起立筋、脊柱)と しても再認識 して頂きたいと思います。
「コアJの筋力・筋持久力・柔軟性が低下すると姿勢の悪化を誘発 し急激な動きに対 し

ては,F常 に脆いことが知 られています。

これは、腰痛が重度であるほど回旋筋力や伸展筋力の低下が原因しているといつたことの

裏返 しであり、一般的に腰痛やぎつくり腰は 「コアJに問題があることが多いようです。

1999年の 「国民衛生の動向」によれば、その時点で腰痛を訴える日本人の数は人 口千人

に対 して925人であり、腰痛経験者は約80%と 非常に高い数字で、腰痛は二足歩行する人

類の宿命だと言わざるを得ませんが、一方では自助努力により解決できる場合も少なくあ

りません。

体幹を 「曲げるJ 。「伸ばすJ 。「回すJ等はダンススポーツではよくある運動である

ことから、 「コア」に問題があり腰痛が懸念 される愛好者にとつてダンススポーツを楽 し

むことと同時に身体のコンディションの向上をね らいとする トレーニングを実施すること

が 「動きが滑らかになるJ、 「大きく動ける」、 「楽に動けるJ等のいわゆるダンススポ

ーツのパフォーマンスの向上をサポー トするものと思われます。

このようなダンススポーツのパフォーマンスの向上と安全のための 「コアJの トレーニ

ングとしては、ダンススポーツの練習終了後において、筋肉のス トレッチを含めたクール

ダウンを必ず実施 し、時々はビッグ3と 呼称 される大腿筋・広背筋・腹筋の各部の筋力・

筋持久カアップの運動を行なった上で 「ひね り」を伴 う動きをプラスするのが効果的です

ダンススポーツに適 した筋肉には重たいモノを担 ぐよりも、一定時間を継続 して活動 し

続ける能力が要求されるので、例えば競技会の音楽が1分20秒 とすると、その間は筋肉を

継続 して動かせる能力向上を目指 した トレーニングが適切です。

具体的には、競技選手の場合はファイナルを想定 して、1分20秒間スクワットの後 10秒

体 ,息 の後に1分20秒間の駆け足を行い、10秒間体 ,急の後に腹筋運動を1分20秒間などのサー

キットトレーニングを時々取 り入れると効果的です。

あらゆるスポーツはプレイするだけでは決 して上達 しないことは誰でも知っている事実で

す。基礎的な身体作 りにも関心を持つてダンススポーツを楽 しんで頂きたいと思います。
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神奈川県ダンススポーツ連盟 行事予定

平成19年

H月 4日 (日 )

H月 4日 (日 )

Htt H日 (日 )

lltt H日 (日 )

11月 H日 (日 )

11月 17日 (土 )

11月 18日 (日 )

11月 25日 (日 )

第6回藤沢市ダンススポーツ競技大会

/秩父宮記念体育館

12月 8日 (土)DSC)技術総合研修会/オ トモン

12月 15日 (土)技 術認定会/相模原市あじさい会館

*あ くまで予定ですので、

変更になることが考えられます。

相模ダンススポーツ競技大会/

南足柄体育センター

湘南ダンススポーツ大会

東京オープンインターナショナル選手権大会

第12回神奈川県選手権大会

/藤沢市善行県立体育館

第63回川崎市ダンススポーツ競技大会

/川 崎市とどろきアリーナ

第3回神奈川県技術認定会

相模原市ダンススポーツ大会

第18回ベイサイ ドカップ争奪

横浜市ダンススポーツ大会

/横浜市文化体育館

第50回湘南ダンススポーツ大会

/小 田原ア リーナ

第15回相模原市ダンススポーツ大会

鎌倉市ダンススポーツ大会

藤沢市ダンススポーツ大会

/秩父官記念体育館

講習会/相模原市体育館

都道府県対抗全国大会

/秋 田県秋田市立体育館

川崎市市制記念大会/り 1崎市体育館

指導員講習会/見 田記念体育館

第20回全国健康福祉祭いばらき

ダンススポーツ大会

シニアフェスタ2007

/県立体育センター

2007東部ブロック選手権

/栃木県宇都宮体育館

第62回藤沢市民総合体育大会、

平成 20年

3月 2日 (日 )

3月 20日 (祝 )

3月 22日 (日 )

4月 6日 (日 )

4月 27日 (日 )

5月 11日 (日 )

5月 25日 (日 )

6月 1日 (日 )

7月 6日 (日 )

9月 28日 (日 )

10月 6日 (日 )

11月 30日 (日 )

全 日本選手権

ジュニアloダンス優勝

小嶋みなと・盛田めぐみ

a◎◎7

全 日本選手権ユース

スタンダー ド2位
川島知也 ・4ヽ嶋まつ り

アジアイン ドア選考会 3位
外山尚之・外山聡美

アジアイン ドア選考会 4位
吉川 竜・石井恵麻

おめでとうございます !!
編集後記

前号でお約束をした通り、本号では「会員拡大Jについての記事

を取り上げました。

"広げようダンススポーツの輪 !"に 向かつてと仲野会長が書か

れているようにダンススポーツは最適な生涯スポーツとして広く

普及してはしいものです。会員お一人お一人のご協力をお願いい

たしま‐
九

発行日       平成 19年  10月 25日
発行人       神奈川県ダンススポーツ連盟

企画 編集・発行  神奈川県ダンススポーツ連盟

仲野 巽

広報部

発行部数

印刷所

6000碧椰

アスティック グループ
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神奈川県ダンススポーツ連盟 行事予定

講習会/相模原市体育館

都道府県対抗全国大会

/秋 田県秋田市立体育館

川崎市市制記念大会/り 1崎市体育館

指導員講習会/見 田記念体育館

第20回全国健康福祉祭いばらき

ダンススポーツ大会
シニアフェスタ2007

/県立体育センター

2007東部ブロック選手権

/栃木県宇都官体育館

第62回藤沢市民総合体育大会、

第6回藤沢市ダンススポーツ競技大会

/秩父宮記念体育館
12月 8日 (土)DSC)技術総合研修会/オ トモン

12月 15日 (土)技 術認定会淋目模原市あじさい会館

*あ くまで予定ですので、

変更になることが考えられます。

相模ダンススポーツ競技大会/

南足柄体育センター

湘南ダンススポーツ大会

東京オープンインターナショナル選手権大会

第12回神奈り1県選手権大会

/藤沢市善行県立体育館

平成19年

11月 4日 (日 )

11月 4日 (日 )

平成20年

3月 2日 (日 )

3月 20日 (祝 )

3月 22日 (日 )

4月 6日 (日 )

11月 11日

H月 11日

11月 11日

日

日

日

11月 17日 (土 )

11月 18日 (日 )

H月 25日 (日 )

5月 11日 (日 )

5月 25日 (日 )

6月  1日 (日 )

7月 6日 (日 )

9月 28日 (日 )

10月 6日 (日 )

H月 30日 (日 )

4月 27日 〈日)第 63回川崎市ダンススポーツ競技大会
/川崎市とどろきアリーナ

第3回神奈川県技術認定会

相模原市ダンススポーツ大会

第18回ベイサイ ドカップ争奪

横浜市ダンススポーツ大会

/横浜市文化体育館

第50回湘南ダンススポーツ大会

/′ |ヽ 田原ア リーナ

第15回相模原市ダンススポーツ大会

鎌倉市ダンススポーツ大会

藤沢市ダンススポーツ大会

/秩父宮記念体育館

全 日本選手権
ジュニァloダンス優勝

小嶋みなと・盛田めぐみ

全 日本選手権ユース

スタンダー ド2位
川島知也 ・4ヽ嶋まつ り

アジアインドア選考会 3位
外山尚之・外山聡美

アジアイン ドア選考会 4位
吉川 竜・石井恵麻

おめでとうございます !!
編集後記

前号でお約束をした通り、本号では「会員拡大」についての記事
を取り上げました。

"広げようダンススポーツの輪 |'に向かってと仲野会長が書か
れているようにダンススポーツは最適な生涯スポーツとして広く
普及してはしいものです。会員お一人お一人のご協力をお願いい
たしま丸

発行 日       平成 19年  10月 25日
発行人       神奈,県ダンススポーツ連盟
企画・編集・発行  神奈川県ダンススポーツ連盟

巽野
郷

仲

広

発行部数

印刷所

6000憎椰

アスティック グループ


