
三笠宮杯全日本選手権 神奈川県選手大活躍 

 第36回三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権大

会が10月9日東京体育館で開催されました。 

 神奈川県ダンススポーツ連盟所属の小嶋みなと・

盛田めぐみ組が全日本選手権戦スタンダードの部

において、完全優勝を果たし、三笠宮杯全日本スタ

ンダード新チャンピオンになりました。 

 第2位藤井創太・吉川あみ組 

 第3位大西大晶・大西咲菜組 

 優勝後のインタビューで、小嶋みなと・盛田めぐみ

組は、15歳からファイナル入りしていましたが、優勝で

きず、今回初めて優勝できて、本当にうれしいとのコメ

ントがありました。 

 三笠宮杯全日本ラテンの部では接戦のすえ、藤井創太・吉川あみ組が初優

勝しました。第2位久保田弓椰・セルミヤギナ

ヴィクトリア組、第3位八谷和樹・皆川円組でし

た。 

 神奈川県から参

加した、名越慎悟・

名越明子組、押川

慧悟・和田知世組

が準決勝進出を果

たしました。 

 全日本ダンスス

ポーツ選手権ジュブナイルラテンの

部では、神奈川県ダンススポーツ連盟

所属のホワイトン謙心・ホワイトン夏奈

美組が見事、準優勝の大活躍を果た

しました。 

 

 三笠宮杯大会において、今回初めて、プロの部に当たる全日

本PD（プレミアディビジョン）ダンススポーツ選手権戦が開催さ

れました。 

 スタンダードの部では、優勝オレクシーグザー・太田史圭子

組、第2位山本武志・木嶋友美組、第3位山嵜武志・石本美奈子

組でした。 

神奈川県から参加した、天野誠・天野理恵組が準決勝進出を

果たしました。 

 小嶋みなと・盛田めぐみ組 スタンダード優勝  

（小嶋みなと・ 
盛田めぐみ組） 

（ホワイトン謙心・ 
ホワイトン夏奈美組） 

（オレクシーグザー・ 
太田史圭子組） 

（天野誠・ 
天野理恵組） 
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神奈川県ダンススポーツ連盟 

（藤井創太・ 
吉川あみ組） 

（名越慎悟・ 
名越明子組） 

（押川慧悟・ 
和田知世組） 



 私達は幸せなことに第29回全国健康福祉祭ながさき大会、愛

称「ねんりんピック長崎2016」に横浜市代表アスリートとして参

加することができました。 

今回の開催は観客を含めると延べ約50万人というとてつもない

参加者数で、将来神奈川県で開催されるときは周到な準備が

必要になると確信しました。  

 長崎空港に着くと大勢の方に出迎えられ、何台ものバスに分

乗し宿泊先のホテルへ。そこで横浜市選手団の結団式があり、

翌日は総合開会式会場のトランスコスモススタジアム長崎で全

国の選手団が合流。皇室からのご挨拶を含む開会式のセレモ

ニーが行われました。その後、ダンススポーツの開催地である

佐世保に移動。 

 ダンススポーツの会場は、佐世保市東部スポーツ広場体育

館。よく整備されたアスリートファーストの気持ちが伝わる会場です。進行には地元小学生、中学生も参加し今まで

に見たことがない風景がありました。成績は私が参加した横浜市チームが参加49チーム中4位に入賞することがで

きました。最後に、主催者である長崎県、佐世保市、長崎県ダンススポーツ連盟の方々はもちろんの事、長崎県民

の方々一人一人の温かいお気持ちに触れることができ幸せな時間を過ごすことができました。 

                                                 （横浜市チーム  日比野秀彦） 

第29回全国健康福祉祭長崎大会（ねんりんピック）に参加して 

技術認定制度について 
 技術認定制度が2005年4月に発足し、神奈川県連

盟として技術認定会を開催して12年目に入りました。

グレードコースの卒業生も500名を数えるほどになりま

した。グレードコースはW、T、C、RがG6～G1の24区分

で構成されています。2009年にはハイグレードコース

ができ今年で8年目となります。ハイグレードコースは

難易度の高いコースとしてW、T、C、RがHG4～HG1、

それにF、Q、S、PがHG6～HG1 計40区分で構成さ

れ、8種目の踊りに挑戦できる多彩なコースとなってい

ます。JDSFの標準アマルガメーションとして系統的に

組み上げられ、サークルで活動する皆さんから競技選

手の皆さんにいたるまで是非活

用して頂きたいものです。 

 今年12月10日ハイグレード技術認定会ですべての区分が行われました。今回、40区分すべ

て終了した方が20名程いらっしゃいます。神奈川県連盟のホームページに掲載させていただ

きます。 

                                   （技術認定部長 岡本 寿一） 

都道府県対抗全国ダンススポーツ大会 

 内閣総理大臣賞争奪都道府県対抗全国ダンススポーツ大会 in 岩手

が11月13日花巻市総合体育館において開催されました。総合優勝は東

京都、そして神奈川県は3連覇ならず第3位入賞という結果でした。選手

の皆さんお疲れ様でした。 

来年は愛媛県の開催となりますが、国体の基準に準拠して年齢区分が大

幅に変わり、シニア（45歳/40歳以上）、成年（大学生以上）、少年（高校生

以下）となり、また重複出場が可能になるなどルールが変更されていま

す。 

                          広報部 

 （神奈川県 第3位入賞） 

 （団体戦横浜市チーム第4位入賞、神奈川県チーム第6位入賞） 



サークル紹介 

（1）活動状況 

平成22年に「設立15周年記念」のダンスパーティを開いてから、はや6年。サークルも設立から20年を迎えま
した。発足当時、JR根岸線の根岸駅前にある練習場・ステップジョイに集まった仲間が競技会へ参加を目指
し、その後、多数の競技選手を輩出してきたところであります。 

部員数は50名前後で推移してきましたが、年々高齢化が進み部員の減少に繋がってまいりました。サーク
ルとしても継続して団塊の世代以下の人達を取り込みたいと思っていますが、発掘できずにいます。現在
は、部員数23名、競技選手11組の状況。競技会指向で目標に向け練習に励んでいます。 

（2）活動場所 

練習場・ステップジョイに拠点を置いていましたが、最近の練習会場は、スポーツセンター等の利用で少しで
も支出の削減につなげるようにしています。競技大会があるかぎり、競技大会参加者がいるかぎり、頑張って
いきたいと思っています。                 問合せ先 南齋 俊英 Tel 090-4964-0891 

 ステップジョイ ヨコハマ（横浜市ダンススポーツ連盟） 

（1）活動内容 

北条五代の城下町、小田原で活動しています。会員は7名。入会資格は
JDSFの選手登録が絶対条件です。小田原体育協会に所属していま
す。尚、小田原アマチュアダンス連盟に加入して地域の活動にも参加し
ています。当サークル主催のパーティーを年1回開催して会員の技術
発表を行っています。 

（2）活動場所 

「鴨の宮ナガイダンススクール」会員が長井高先生のご指導を受けてい
ます。指導内容は、ただステップで踊るのではなく、意識、呼吸法、筋肉
のどこを使えば、より身体が効率良く動くかを理解して踊ることに重点を
置いています。    問合せ先 塚本 泰雄  Tel 090-7619-4836 

 小田原スポーツダンスクラブ（湘南ダンススポーツ連盟） 

 川崎アカデミーダンスサークル（川崎市ダンススポーツ連盟） 

当サークルの歴史は長く、今年設立30周年記念ダンスパーティーを開催しました。 

現在の会員数は30名で設立当初からの会員や再加入の会員、入会5年未満の会員など構成やダンス歴も
様々ですが、和気あいあいとダンスを楽しんでいます。 

練習内容は、初級者から競技選手まで、美しく楽しく踊れるよう、プ
ロの先生ご夫妻による男性、女性それぞれにわかりやすく、的を得
た丁寧な指導のもとに、基本的な身体の使い方など基礎から上級
ステップまで踊れるよう練習しています。 

サークル活動は、毎週日曜日午前11時から午後1時まで武蔵小
杉の生涯学習プラザで（第4日曜は休館日のためサークルはお休
み）、プロの先生には毎月2回のレッスンを受けて活動しています。 

  問合せ先 富樫  栄子 Tel 045-560-5662 

 ステップアップ（相模原市ダンススポーツ連盟） 
平成20年にサークルが結成され、メンバーも指導講師も変わりました。現
在は大橋先生ご夫妻の熱心な指導の下、楽しく一生懸命に練習してい
ます。大橋先生ご指導の他のサークルとの新年会や合同パーティーなど
あり仲のいいメンバーです。 

（1）活動内容 

ダンススポーツの基本（ステップや姿勢）から教えていただき、会員全員
が感謝しています。練習の前半はスタンダード（ワルツ、タンゴ、スロー）
後半はラテン（ルンバ、チャチャ、サンバ）を練習しています。 

（2）活動日と場所 

毎週水曜日午前9時30分から11時30分までの2時間 

市内公民館を利用しています。   問合せ先 会長 岡田 賢治 Tel 090-9675-5124 



＜神奈川県ダンススポーツ連盟 ＞ 
 http://kanagawa.jdsf.or.jp/ 
 
■平成29年2月5日（日） 
 大ダンスフェスティバル 
 横浜南スポーツセンター 
 
■平成29年3月18日（土）13:00～16:30 
 スプリングダンスフェスティバル 
 神奈川スポーツセンター 
 
■平成29年4月9日（日）10:00～19:00 
 第21回神奈川県ダンススポーツ選手権 
 横浜文化体育館 
 
■平成29年5月15日（月）19:00～ 
 総会 
 神奈川県民センター 
 
 
＜川崎市ダンススポーツ連盟 ＞ 
 http://kanagawa.jdsf.or.jp/kawasaki/ 
 
■平成29年 1月28日（土） 
 新春市民ふれあいダンスの集い 
 川崎市教育文化会館 
 
■平成29年 3月19日（日） 
 ダンススポーツ市民無料講習会 
 川崎市教育文化会館 
 
■平成29年 4月23日（日） 
 第80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・メインアリーナ 
 
 
＜相模ダンススポーツ連盟＞ 
 http://kanagawa.jdsf.or.jp/sagami/ 
 
■平成29年3月4日（土） 
 相模大会前夜祭フェスティバル 
 秦野市総合体育館 
 
■平成29年3月5日（日） 
 第46回相模ダンススポーツ競技大会 
 秦野市総合体育館 
 
 
＜湘南ダンススポーツ連盟＞ 
 http://kanagawa.jdsf.or.jp/shonan/ 
 
■平成29年2月 
 ダンスフェスティバル 
 横須賀 
 
■平成29年3月20日（祝月） 
 第65回湘南ダンススポーツ競技大会 
 平塚総合体育館 
 
■平成29年4月 
 湘南ダンススポーツ連盟総会 
 

■平成29年5月 
 技術認定会G3～G6 
 平塚商工会議所 
 
 

＜横浜市ダンススポーツ連盟＞ 
 http://yokohama-dsf.jdsf.or.jp/ 
 
■平成29年2月12日（日）10:00～18:30 
 第22回YOKOHAMA 
 赤い靴杯ダンススポーツ大会 
 緑スポーツセンター 
 
■平成29年6月11日（日）10:00～19:00 
 ベイサイドカップ争奪 
 第27回横浜市ダンススポーツ大会 
 横浜文化体育館 
 
 
＜相模原市ダンススポーツ連盟＞ 
http://kanagawa.jdsf.or.jp/sagamihara/ 
 
■平成29年2月25日（土）11:00～16:00 
 市民ダンスフェスティバル 
 総合体育館 
 
■平成29年4月9日（日）9:00～12:00 
 第1回市民初心者講習会 
 市体育館（市役所前） 
 
■平成29年5月3日（水）8:00～22:00 
 第30回相模原市ダンススポーツ競技大会 
 総合体育館 
 
■平成29年5月20日 13:00～17:00 
 HGコース講習会  
 総合体育館 
 
■平成29年6月3日（土）9:00～17:00 
 HGコース技術認定会 
 総合体育館 
 
■平成29年6月 9:00～17:00 
 第1回中級講習会及びダンスの集い 
 市体育館（市役所前） 
 
 
＜鎌倉市ダンススポーツ連盟＞ 
 http://www.jdsf.or.jp/kamakura/ 
 
■平成29年1月29日（日）9:00～19:00 
 第30回 鎌倉市ダンススポーツ大会 
 鎌倉体育館 
 
■平成29年4月16日（日）9:00～17:00 
 スプリングダンスフェスティバル in 鎌倉 
 鎌倉武道館多目的室 
 
 

＜藤沢市ダンススポーツ連盟＞ 
 http://kanagawa.jdsf.or.jp/fujisawa/ 
 

■平成29年1月14日（土）13:00～17:00 
 藤沢市New Year Dance Festival 
 秩父宮記念体育館 
 
■平成29年1月15日（日）9:00～19:00 
 第15回藤沢市ダンススポーツ競技大会 
 秩父宮記念体育館 
 
 
＜厚木市ダンススポーツ連盟＞ 
 http://kanagawa.jdsf.or.jp/atsugi/ 
 
■平成29年1月15日（日）13:30～16:00 
 ふれあいの集い 
 東町スポーツセンター4F第2武道場 
 
■平成29年1月29日（日）13:00～15:00 
 中級講習会 
 東町スポーツセンター 
 
■平成29年2月12日（日）12:30～16:00 
 創立22周年ダンスフェスティバル 
 東町スポーツセンター2F第一体育室 
 
■平成29年2月26日（日）13:00～15:00 
 中級講習会 
 東町スポーツセンター 
 
■平成29年3月19日（日）13:30～16:00 
 ふれあいの集い 
 東町スポーツセンター4F第2武道場 
 
■平成29年3月26日（日）13:00～15:00 
 中級講習会 
 東町スポーツセンター 
 
■平成29年4月～6月第2日曜 13:30～16:00 
 ふれあいの集い 
 東町スポーツセンター4F第2武道場 
 
■平成29年4月～6月第4日曜 13:00～15:00 
 中級講習会 
 東町スポーツセンター 
 
 

＜神奈川県DSC ＞ 
 http://kanagawa.jdsf.or.jp/kanagawa-dsc/ 
 
■平成29年1月7日（土）13:00～17:10 
 DSCダンスフェスティバル 
 鶴見区民センターサルビアホール 
 
■平成29年2月25日（土）18:00～ 
 総会 
 神奈川県民センター 
 
 

行事予定 行事予定については、記載の加盟団体のホームページで、ご確認ください 
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