
鈴木奨太・森田舞夢組ラテン優勝 

平成29年4月9日、横浜文化体育館において、

2017関東甲信越ブロック選手権・シニアⅡ、第

21回神奈川県ダンススポーツ選手権が開催さ

れました。 

今年は、参加組数も多く、昨年を60組以上上回

る430組が出場しました。 

又、新たな取り組みとして、この大会から、PD公

認審判員が審査に加わりました。 

大会は、三笠宮杯のスタンダードチャンピオン

小嶋みなと・盛田めぐみ組の選手宣誓で始ま

りました。 

選手権戦ラテン決勝は、若手とベテラン勢とが

競った結果、鈴木奨太・森田舞夢組が5種目す

べてで1位を取り、連覇を達成。将来性を感じさ

せる見ごたえのあるダンスを展開しました。 

スタンダードも、小嶋みなと・盛田めぐみ組が、5種目すべてで１位を取り、三笠宮

杯のスタンダードチャンピオンの貫録を示し、優勝を果たしました。 
 

その他の区分も、神奈川のレベルの高さを知らしめる質

の高い踊りを繰り広げました。 

ラテン競技終了後に、ジュニアイベントが開かれ、今大会

に出場したジュニア選手と一般参加者の総勢80名が参

加して、リズム体操などを披露。大人の競技選手から盛大

な拍手を受けていました。楽しい催しでした。  

4月9日は、スタンダードで優勝した盛田めぐみさんの誕

生日でした。オナーダンスが終わった後、「ハッピーバース

デイ」の音楽に合わせて、誕生日であることが場内にコー

ルされると、思わず目頭を押さえていたシーンが感動的

でした。 

又、スタンダード決勝では、妹の盛田舞香さんも出場、姉

妹で、競っていたのも印象的でした。 

 

 

（棚橋健・盛田舞香組は、4位になっています。）  

今年の大会は、タイトなスケジュールでしたが、参加選手の皆さんの協

力もあり、無事に終了することができました。改めて感謝いたします。  

          実行委員長 小野智史 

神奈川県選手権 スタンダード優勝 
（小嶋みなと・盛田めぐみ組） 

神奈川県選手権 ラテン優勝 
（鈴木奨太・森田舞夢組） 

 

 

 

第25号 

神奈川県ダンススポーツ連盟 

～第21回神奈川県ダンススポーツ選手権～ 
チャンピオンの貫録を示した小嶋みなと・盛田めぐみ組スタンダード優勝 

ラテン優勝 
（西村拓一・渡辺由紀子組） 

関東甲信越ブロック選手権シニアⅡ A級戦 
スタンダード優勝 
（田中克典・小山美香子組） 



神奈川県ダンススポーツ選手権等の競技終了後に、加盟団体対抗戦、サークル対抗戦が開催されました。 

会場は、熱のこもった、応援合戦が繰り広げられ、大いに盛り上がりました。 

加盟団体対抗戦の結果 

優 勝：神奈川県DSC A 

準優勝：横浜市ダンススポーツ連盟Ａ 

第３位：川崎市ダンススポーツ連盟 

第４位：相模原市ダンススポーツ連盟 

第５位：藤沢市ダンススポーツ連盟 

第６位：横浜市ダンススポーツ連盟Ｂ 

サークル対抗戦Ⅰの結果 

優 勝：パワーストン Ａ 

準優勝：アントニオ・クレオパトラ会 

第３位：神奈川県ＤＳＣ B 

サークル対抗戦Ⅱの結果 

優 勝：パワーストン B 

準優勝：アントニオ・クレオパトラ会Ａ 

第３位：ツヴァイDSC 

第21回神奈川県ダンススポ－ツ選手権 

神奈川県大ダンスフェスティバル開催 

2月5日、横浜市南スポーツセンターにおいて、技

術講習会、大舞踏会が開催されました。 

午前中の技術講習会では、統一全日本ダンス選

手権ファイナリストの家泉朋美先生による、現在の

ダンスの成り立ち、歴史、ＷＤＳＦの踊り方などの有

意義な説明がありました。 

午後の大舞踏会では、ダンスタイム、ミキシング、ト

ライアルなどで、ダンスを楽しみました。参加者数

は252名でした。 

神奈川県ダンススポーツ連盟定時総会開催 

平成28年度定時総会が5月15日に神奈川県民センターにおいて、開催されま

した。 

平成28年度事業報告概要の特徴としては、会員の高齢化による減少傾向が顕

著となりました、3月末現在で3,395名と前年度との比較では191名減少しまし

た、一般会員の減少率が8％、選手会員の減少率が4％となりました。 

平成28年度収支決算報告では、主に、ダンスフェスティバル等の事業収入増、

専門部支出が減により、単年度収支は991,784円のプラス決算となりました。 

平成29年度事業計画では、一般会員の急激な減少に対する対応策を今後検討していきます。 

平成29年度収支予算では、単年度収支は578,501円のプラス予算としますとの説明がありました。 

全ての議案について、全会一致で承認されました。 

総会終了後の理事会において、会長は竹島弘幸氏（再任）、副会長は、須田幸彦氏（再任）、岡本寿一氏（再任）、 

事務局長は柴田真理子氏（再任）の新三役が選出されました。 

（優勝 神奈川県DSC）      （準優勝 横浜市ダンススポーツ連盟Ａ） 

～加盟団体対抗戦 神奈川県DSCチーム優勝～ 

サークル対抗戦Ⅰ 優勝：パワーストンＡ   サークル対抗戦Ⅱ 優勝：パワーストンＢ 

～技術講習会（WDSFの踊り方）＆大舞踏会～ 



サークル紹介 

2002年7月に創立し、今年2017年で15周年を迎えます。競技会を目
指す選手を対象に、ダンススポーツの基本から応用までの技術や
それを支える周辺技術を、みんなで勉強しています。 

主宰者・指導者は仲野巽・仲野正子で、長い競技経験とその後の
国際的活動、選手強化活動を通じて得た最新で幅広い知識、ノウ
ハウを会員のレベルに応じて伝えています。 

神奈川選手権のサークル対抗戦には第1回から毎年決勝に進出
し、2回優勝しています。また、スタート時点はすべてD級以下だった

選手が、数組のA級選手が出るところまでレベルアップしてきました。これからも、体に無理をかけない省エネ技
術ながら、ダイナミックで魅力的な踊りを目指してみんなで研究していきたいと思います。練習は不定期ですが、
月2回土曜日、個人向け補習は月3～4回、金沢スポーツセンター又は追浜文化センターで行っています。 

また、技術認定を目指す初級者向けの第2ウェーブクラブも、池田誠毅・祥子の指導により港南スポーツセン
ターで行っています。    問合せ先：仲野巽 045-761-9001、携帯090-4133-1504、池田誠毅 045-831-4163 

 ウェーブ・ダンススポーツクラブ（横浜市ダンススポーツ連盟） 

厚木市体育協会の初級、中級講習会から生まれたサークルです。 

スタンダード、ラテンそれぞれ2名計４名の指導者の元、頑張っています。 

（1）活動内容  スタンダードは、ワルツ・タンゴ・スロー、ラテンはルン
     バ・チャチャチャ・サンバの6種目を、スタンダード、 
     ラテンと1週おきに習っています。 

（2）活動日と場所 毎週土曜日 午後1:00～3:00 
     東町スポーツセンター 

（3）問合せ先  会長 束本 完 090-4737-6056    

 シンデレラ（厚木市ダンススポーツ連盟） 

 大和市DSA選手会（相模ダンススポーツ連盟） 
（1）活動状況 

平成8年3月にサークルを立ち上げ今年で21年目に入りました。 

会員数は正会員と準会員合わせて34名、年齢は60代70代が多く平均
年齢が毎年上がっています。  

競技選手が主のサークルです。競技会が有る場合と無い場合で練習
会の活気に大きな差が出る特徴があります。講師はスタンダードがアマ
チュアＢ級選手、ラテンはプロ現役Ａ級選手で毎週交互に指導を受け
ています。 

練習時間は2時間、前半は全員が一緒に基礎的な動きの練習を中心
に行い、後半は各カップルがそれぞれの課題に取り組んでいます。 

（2）活動場所  毎週日曜日に大和市桜ヶ丘学習センターにて17時30分から19時30分まで行っています。 

（3）問合せ先  高羽和郎 090-9326-0863 

 D.T.S.ジュニア相模原（相模原市ダンススポーツ連盟） 

JDSFジュニア育成部の目標である ①国際的トップレベルの選手を輩出する、
②社会的規範となる人格育成を図り、ダンススポーツの好感度を高め、社会的
認知を計る、を念頭に、日頃のサークル活動を行っています。 

現在は3歳児から高校生まで21名の会員を指導員2名、ジュニア指導員3名で
率いています。 

（1）活動内容  毎週土・日の定期練習と水曜日のアドヴァンスクラスの練
    習会があり、ジュニアの競技会や所属連盟のイベントの参
    加も行っています。海外のコーチを招いての練習会等も
    年に数回実施しています。 
（2）活動場所  D.T.S. Studio イナザワ（練習場） 相模原市緑区橋本台1-24-8  042-853-5731   



＜神奈川県ダンススポーツ連盟＞ 
 http://www.kanagawa.jdsf.or.jp/ 
 
■７月1日（土）～2日（日） 
 ダンスツァー 
 伊東温泉 ホテルサンハトヤ 
 
■8月19日（土）  
 第9回大ダンスフェスティバル 
 横浜神奈川スポーツセンター 
 
 
＜川崎市ダンススポーツ連盟＞ 
 http://kanagawa.jdsf.or.jp/kawasaki/ 
 
■7月15日（土） 
 第18回川崎市民ふれあい 
 ダンスフエスティバル 
 ・第1部ふれあいコンペ 9:20～15:00 
 ・第2部納涼ダンスの集い 15:30～19:00  
 新百合トウェンティワンホール 
 
■9月3日（日） 
 第81回川崎市ダンススポ－ツ競技大会 
 川崎市とどろきアリ－ナ 
 
■10月7日（土） 
 ダンススポ－ツ市民無料講習会  
 技術認定講習会 
 川崎市教育文化会館 
 
■12月3日（日） 
 市制記念川崎市ダンススポ－ツ競技大会 
 川崎市スポーツ文化・総合センター 
 
 
＜相模ダンススポーツ連盟＞ 
 http://kanagawa.jdsf.or.jp/sagami/ 
 
■12月予定 
 相模ダンススポーツ連盟フェスティバル 
 大和スポーツセンター 
 
 
＜湘南ダンススポーツ連盟＞ 
 http://kanagawa.jdsf.or.jp/shonan/ 
 
■10月29日（日） 9:30～12:00 
 特例技術認定会 
 横須賀市はまゆう会館 
 
 
＜横浜市ダンススポーツ連盟＞ 
 http://yokohama-dsf.jdsf.or.jp/ 
 
■7月16日（日）10:00～16:00 
 初心者無料講習会＆ダンスフェスティバル 
 緑スポーツセンター 
 
■10月1日（日）10:00～16:00 
 技術講習会＆ダンスフェスティバル 
 神奈川スポーツセンター 
 
 

■12月10日（日） 
 第19回横浜市民DS選手権大会 
 第15回横浜市民マスターズ選手権 
 金沢スポーツセンター 
 
 
＜相模原市ダンススポーツ連盟＞ 
 http://kanagawa.jdsf.or.jp/sagamihara/ 
 
■7月9日（日） 11:00～16:00 
 連盟結成15周年 
 第2回サマーダンスフェスティバル 
 相模原市総合体育館 
 
■8月5（土） 13:00～17:00 
 第1回グレード講習会 
 相模原市総合体育館 
 
■8月19日（土） 13:00～17:00 
 第2回グレード講習会 
 相模原市総合体育館 
 
■9月1日（金）～10月13日（金）  
 19:30～21:30 全7回 
 第2回市民初心者ダンス講習会 
 市体育館（市役所前） 
 
■9月9日（土） 
 グレードコース技術認定会 
 相模原市総合体育館 
 
■10月1日（日）9:00～19:00 
 第25回市長杯争奪 
 第31回相模原市ダンススポーツ競技会 
 相模原市総合体育館 
 
■10月28日（土）、11月4（土） ・11日（土）  
 全3回 
 市民子供ダンス教室 
 市体育館（市役所前） 
 
■11月3日（金） 11:00～16:00 
 第43回チャリティーダンスフェスティバル 
 相模原市総合体育館 
 
■11月19日（日） 8:30～11:30 
 第2回中級講習会 
 市体育館（市役所前） 
 
 
＜藤沢市ダンススポーツ連盟＞ 
 http://kanagawa.jdsf.or.jp/fujisawa/ 
 
■9月9日～10日（土～日）  
 藤沢市ＤＳ連盟 ダンス１泊旅行 
 伊東温泉 ホテルサンハトヤ 
 
 
＜鎌倉市ダンススポーツ連盟＞ 
 http://kanagawa.jdsf.or.jp/kamakura/ 
 
■7月29日（土） 10:00～16:00  
 サマーダンスフェスティバルin鎌倉 
 鎌倉武道館 多目的室 

＜厚木市ダンススポーツ連盟＞ 
 http://kanagawa.jdsf.or.jp/atsugi/ 
 
■7月9日（日） 13:30～16:00 
 ふれあいの集い 
 東町スポーツセンター4Ｆ武道場 
 
■7月30日（日） 13:00～15:00 
 中級講習会 
 東町スポーツセンター第2体育室 
 
■8月20日（日） 13:30～16:00 
 ふれあいの集い 
 東町スポーツセンター4Ｆ武道場 
 
■8月27日（日） 13:00～15:00 
 中級講習会 
 東町スポーツセンター第2体育室 
 
■9月10日（日） 13:30～16:00 
 ふれあいの集い 
 東町スポーツセンター4Ｆ武道場 
 
■9月24日（日） 13:00～15:00 
 中級講習会 
 東町スポーツセンター第2体育室 
 
■10月8日（日） 13:30～16:00 
 ふれあいの集い 
 東町スポーツセンター4Ｆ武道場 
 
■11月12日（日） 8:30～18:00 
 第23回厚木市ダンススポーツ大会 
 東町スポーツセンター 
 
■11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武道場 
 
■12月24日（日） 12:30～4:00 
 クリスマスダンスフェスティバル 
 東町スポーツセンター4Ｆ武道場 
 
 
＜神奈川県DSC＞ 
 http://kanagawa-dsc.jdsf.or.jp/ 
 
■8月11日（金.祝） 
 DSCダンススポーツ練習会 
 海老名 三紫スタジオ 

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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