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6醜、 平成 24年度の活動方針

神奈川県ダンススポーツ連盟

会長 仲野巽

今年の 3大計画は、 1番 日に、前年

に引き続いてダンススポーツの普及・

会員拡大活動。2番 目にジュニア育成

とジュニア選手の育成。そ して 3番 目

はホームページの リニューアルです。

ホームページは、会員だけでな く広 く

一般に、新鮮な情報を提供する目的で 9月 に全面改訂

を実施しました。ジュニア育成については、逗子沼間

中学の正規授業を継続し、また各地のジュニアサーク

ルの活性化、そして加盟団体主催競技会ではプレジュ

ニア又はジュニア区分の競技会を開催 して、ジュニア

選手の育成を支援しています。会員拡大活動について

は、会員の高齢化に伴ってなかなか容易ではありませ

ん。しかし大ダンスフェスティバルや、8月 に行われた

「ダンスダンスダンス@よ こはま」のイベントで、会員

外にも注目されてきたのは確かです。この他従来事業

もしっかり続けながら、ダンススポーツの普及活動を

推進したいと思います。

6醜｀
雪至1轟異楽己食祝賀舎

藤沢市ダンススポーツ連盟

平成 24年 5月 19日 さつき晴れの良き日に、藤沢市

グラン ドホテル湘南大ホールに於きまして、藤沢市ダ

ンススポーツ連盟創立 10周 年記念祝賀会が盛大に開催

されました。

藤沢市からは山田体協会長、県連盟から森木・安田・

磯田副会長は じめ多数のご来賓の方々が駆けつけてい

ただき、設立当事の思い出に耽るなどして創立 10周 年

をお祝い致 しました。

各サークルのフォーメーションや トライアル技術発

表、上級者の模範演技もあり、パーティー としても十

分に楽 しめたと好評をいただきました。

藤沢市連盟は、」DSF会員数 54名からのスター トで

したが、役員・会員の地道な努力により 200名の会員

に成長 し、A級選手も誕生、生涯スポーツとして楽 し

む会員も半数を越え、バランスの良い構成となってい

ます。

小さな連盟ですが、県連盟において隅田に続いて柴

田が事務局長を務めるなど存在感を増 して活躍 してい

ます。今後とも宜 しくお願い致 します。

第 16回
神奈川県選手権大舎報告

実行委員長

隅田雄―

平成 24年 4月 8日 、藤沢市善行θD県立体育センター

で第 16回神奈川県ダンススポーツ選手権大会が 671

組 1300名 の選手が出場する中で盛大に開催されまし

た。

県選手権スタンダー ドは小嶋みなと・盛田めぐみ組

が、ラテンは川島知也・小嶋まつ り組が優勝。

同時開催された第 9回 県連盟加盟団体対抗戦並び

に」DSF認定サー クル対抗戦は、連盟対抗戦が神奈川

県 DSCAチ ーム優勝、サー クル対抗戦 Iは NEC玉川ダ

ンススポーツ部が優勝、サークル対抗戦 Ⅱはウェーブ

ダンススポーツクラブが優勝、応援 合戦にも熱が入り、

最後まで大会を盛り上げました。

騨h零異諄夏:こ !!

ブュニア育成部

部長 柴田真理子

第 7回 オ ー ル ジ ャバ ン

・ ジュニアダンススポー ツ

カ ップ 2012 i n茨 城 が 8

月 12日取手グリーンスポー

ツセンターで全国か ら 201

組の選手達の参加出場によ

り盛大に行われました。

相模原より 17名 、横浜よ

り 4名、 合計 21名 の ジ ュ

ニア選手がメダル獲得を目

指 しチャレンジを しました。

個 人戦で金 メダル 1、 銀 メ

ダル 3、 銅メダル 1を獲得。.団体戦の部ではリズム体

操で DT.Cジ ュニア相模原が 5位、サークル対抗戦 4位。

新設された特別賞に横浜青葉キッズの本吉花純、仁美、

姉妹が受賞。

来年は千葉県で会いましょうネと約束 し,喜び、又

悔 しい思いを胸に、夏休みの良い思い出が出来ました。
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鰹藁孤響象∵化」洗色開催!

広報部

平成 24年 10月 13日 (土 )、 総合開会式が行われました。

47都道府県に加え 20政 令市の合計 67の選手団が参加する全国健

康福祉祭です。

ダンススポーツ交流大会には 49団体 400人 l以上が参カロしました。

神奈川県からは神奈川県、川崎市、相模原市、横浜市から各 4組代

表選手が参加 し素晴らしいダンススポーツを戦っていました。

行事内容については、記
載 の加 盟団体 の ホー ム
ページでご確認ください

<技術認定部>
■ 1`4成 24年 11,110H(H)13時～16時

県 litt HGフ ィガー講習会
1宮駅前公民館
W:4&3&2 T:4&3 F:6&5

■
'14成

24年 H月 1711(11)

横浜[「技術認定会

緑 SC

■14成 24イ「 12月 1‖ (11)111時 ～19時

JDSF公認第5回神奈川 HG技術認定会

神奈川スポーツセンター

<ジユニア育成部>
■｀
「 成24年 12月 15日 (11)10時 ～12時

ジャイブ講習会
ジュニア会員。ジュニア指導員対象

大和市大和スポーツセンター 第2体台察

<指導部>
■平成 24年 H月 11「 |(11)

第 4目  指導li研修会

相本;t原 市 あじさい会館

■ 1`4成 25年 2月 2日 (11)

第 1「 11 指導ri研 修会

横浜市 ラポールシアタホール

■ 1`4成 25年 4り l～ 5月

第 2目 指導il研修会

場所未定

■ |`え 成 25年 5月 ～ 6月

2012年度新規指導員養成講座と選考試験

神奈川県ダンススポーツ連盟事務局
〒 25卜 0004
藤沢市藤が岡 2-2 D-1-703
柴田真理子

電話・FAX 0466-27-8464

<川崎市ダンススポーツ連盟>
■14,戊 24年 12月 2[|(H)
市1刊記念川崎ilfダンススポーツ競1支 大会

サ|1崎 ||∫ 体台餌‖

■ 1`4成 25年 1月 13日 (卜1)

1611キ 30う)～ 191時

約7イドダンスの集い

川崎市教育文化会館6階

■ |`え 成25年 4り 12‖ |(H)
第73回川崎市ダンススポーツ競技大会

川崎市体育館

httpi〃 wwwj(lsforjp/kawasaki― dsν

<相模ダンススポーツ連盟>
■平成 25イ

「
3ナ 13[1

第 40回村1模 タンススポーツ競技大会

1打 足柄市総 r)体台館

<湘南ダンススポーツ連盟>
■ |`こ 成 24イ 1110'12011 91時 30分 ～ 12111

第 10111湘 1南連里1特 例認定会

横須ri市はまゆう会館

■平成 25イli 3月 20H 1011寺 ～

第 59回 illll,朽 連1l DS大 会

1`4塚 II∫ 総合体育館

htip:〃 wwwjdsforjp/s1lonan― dsf/

<藤沢市ダンススポーツ連盟>
■ 1`1カえ24イドHり 124‖
藤沢市連‖1大 会記念ダンスフェスティバル

秩父宮体育館

■平成 24イ li ll月 25日

第 111:1藤 沢市ダンススポーツ競技大会

秩父宮体台館

■ 1`4成 25年 1月

藤沢市連‖1リ ーダLスキャンフ詳判‖未定

■ |`え 成 25イ ド2月

藤沢市連‖1ミ ニダンスフェスティバル

公民館

発行日     平成 24年 10月 30日
発行人      神奈川県ダンススポーツ連盟 仲野巽

企画・編集 。発行 神奈川県ダンススポーツ連盟 広報部

発イ〒部数      5000部
ホームページ   http://www jdsf.or.jp/kanagawa/

<相模原市ダンススポーツ連盟>
■平成24年 H月 2311(金 、り1)

13時 ～ 1611キ 30分
第38回 チヤリテイダ

｀
ンスフェステバル

市立総合体育館 (|ヽ打|え 麻溝台)

タイムテーブル 未定

■ |`え ル父25f「 3り 1211(11)9‖ 寺～ 16‖キ30う)

第211HI II∫民ダンススポーツ競技大会

市立総合体台館 (1綺区麻満台)

シラバス未発行

詳細は後Hホームベージに載せます

<鎌倉市ダンススポーツ連盟>
■平成 25イ li l∫ 119日 (H)

第 251111鎌 倉|lfD S人

`ヽ鎌倉芸術館小ホール
http:〃 wwwjdsf orjp/kalllakura― dsν

<厚木市ダンススポーツ連盟>
■ 1`4成 24年  H月 2511、  12月 9‖

|`え 成25年  1月 13H、 2月 10日 、 3月 17H
ふれあいダンスバーティー

厚木|IJス ポーツセンター、 4階 第2武道場
lll月 、日曜日の′

Fl後 1時 30分より午後4時 30
分まで|;1催 f(原則第211‖ rll)

■14成 24年 H月 11日 (「1)

第 18回、厚本|IFダンススポーツ大会

厚本市東IH丁 スポーツセンター 第 1体台室

(公認番「j。 121114)
JDSF競技会予定、

ダンスピュウ 10り ]号 140ベージを参1((

■ 14成 24イ 1112月 2311(H)
X lll a sダンスバーティーを開tt

厚本市東町スポーツセンター、第 1体育牢

参加費・無料

■平成25年 1月 2011(H)
18周年記念ダンスパーティー

厚本「lf東 町スポーツセンター 。第 1体育宰

開催予定

<横浜市ダンススポーツ連盟>
■平成24年 12り 19日 (1:|)

9:00-18:30
釘j14回横浜Ilf民 ダンススポーツ選手権

横浜lli神 奈川スポーツセンター第 1体育牢

<神奈川県 DSC>
■ 1`4成 25年 げ112「](11)

新春ダンスフェスティバル

鶴見区民文化センターサルビアホール

itう1200011] 1`1112500ill

十ヒ話  080-3152-4021


