
～小嶋みなと・盛田めぐみ組 三笠宮杯２年連続優勝～  

第37回三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権が10

月8日東京体育館で開催されました。 

全日本ダンススポーツ選手権スタンダードの部にお

いて、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5種目1位の完全優勝を果たし、

昨年に続き三笠宮杯全日本スタンダードチャンピオ

ンとなりました。圧倒的な踊りを見せてくれた小嶋み

なと・盛田めぐみ組は優勝後のインタビューで、今回

は納得の踊りができたと試合を振り返りました 

同ラテンの部では藤井創太・吉川あみ組が完全優

勝し、昨年に続き三笠宮杯全日本ラテンチャンピオ

ンとなりました。 神奈川県からは押川慧悟・和田知世

組及び名越慎悟・名越明子組がラテンの部で準決

勝に入る活躍でした。  

全日本選手権ジュブナイル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・ホワイトン夏奈実組がスタン

ダード・ラテン共に優勝する快挙をとげました。予選から目

を見張る動きで他の組を圧倒しての完全優勝でしたが、

表彰台の上では恥ずかしそうな素振りながらもカップを高

く掲げ喜びの表情をみせました（写真左）。 

岡田悠希・鮫島粋良組はスタンダード5位・ラテン3位入賞

を果たしました（写真右）。 

 

 

皆様こんにちは！名越慎悟・明子組です。 先日私たちはマイアミで行われたシニア

Ⅰラテンの世界選手権に出場しました。 昨年はベスト24と悔しい結果に終わり、ジャ

ンプアップするために今年一年の練習や海外遠征のスケジュールを立て、気合十

分で参戦しました。 世界選手権ではJunior・Youth・Openなど沢山の部門が併設さ

れており、私たちはInternationalOpen（15歳以上年齢上限無し）の部にも出場しまし

た。 10代、20代の選手がメインで出場する中でセミファイナル入りを決め、10位入賞

することができました。 フロア上で「From Japan！」とコールされた時の感動は忘れら

れません。 レベルの高い部門で獲得した好成績に相当の手応えを感じてシニアⅠ

世界選手権に臨みました。 

順調に準決勝へと勝ち進みましたが、決勝メンバーの中に私達の背番号はありま

せんでした。 結果は9位。目標としていた決勝に届かず、非常に残念な気持ちで

いっぱいです。 目標に届かず終わってしまった世界選手権ですが、次回も頑張ろう

と更に燃えています。 名越組は今後も頑張ります！これからも応援どうぞよろしくお

願い申し上げます。                             名越慎悟・明子 

 

ホワイトン謙心・夏奈実組  
全日本ジュブナイル ST&LT優勝  

世界選手権 「マイアミ」シニアⅠラテンに出場  
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秋田市雄和の県立中央公園陸上競技場は全国

から集まった1万人の選手で埋め尽くされまし

た。「秋田からつながれ！つらなれ！長寿の輪」

の旗印のもとに参加した1万人の大集団の中に

入り神奈川県4チーム33名が参加しました。式典

前アトラクションでの迫力あるなまはげ太鼓、

1500人の演者による創作ダンス秋田の四季、強

風にあおられながらの30竿の竿燈、それはそれ

は見ごたえのあるものでした。秋田の人たちの心

のこもったおもてなしは今でも忘れられません。

大健闘した横浜市チーム3位。総勢33名の参加

者は素晴らしい感動と思い出をおみやげに帰県

しました。2021年には神奈川県にねんりんピック

がやってまいります。               神奈川県チーム監督 柴田 真理子 

●11月5日（日）栃木県小山市の栃木県立南体育館で「2017ダンスス

ポーツ関東甲信越大会第19回関東甲信越ブロック選手権」が開催さ

れました。 注目の団体戦（10都県代表）で神奈川県チームはラテン：3

位、スタンダード：準優勝、総合：準優勝で第14回大会（2012年）以来

の準優勝となりました。昨年は屈辱の5位でしたが雪辱を果たすことが

出来ました。来年の「2018ダンススポーツ関東甲信越大会第20回関東

甲信越ブロック大会選手権」は10年ぶりに神奈川県で開催されます。 

 

●11月12日（日）愛媛県

松山市の松山総合コミュニティセンター体育館で「内閣総理大臣賞

争奪 第25回都道府県対抗全国ダンススポーツ大会 in 愛媛」が開催

されました。団体戦（スタンダード：21都道府県、ラテン：16都道府県）

で神奈川県チームはラテン：優勝、スタンダード：5位、総合：準優勝

で昨年の総合３位を上回ることが出来ました。 今回は初めて国体に

準拠した出場資格（年齢）となりました。高3以下という年齢区分は極

めてハードルが高く、団体戦参加チームが激減（特にラテン）していま

す。神奈川県でもこの年齢制限は非常に厳しくまだ小学生のホワイトン組に高３以下の２種目に出場してもらうとい

う苦肉の策となりました。 皆さんの健闘に感謝申し上げます。     神奈川県ダンススポーツ連盟 会長 竹島 弘幸 

7月1日（土）、2日（日）伊東温泉「ホテルサンハトヤ」にて「第8回

神奈川県ダンススポーツ連盟主催ダンスツアー」が盛大に行わ

れました。昨年までは熱海温泉「ニューフジヤホテル」で行って

いましたが、今回は少しグレードの高い「ホテルサンハトヤ」にし

ました。男女約半々の106名でダンスフロアを貸し切って2日間

思う存分ダンスを楽しんできました。フリーダンスタイムやミキシ

ングの他、「ゲーム」や「即席チームマッチ」も行われ大いに盛り

上がりました。また、ディナーショーを観覧しながらの夕食も美味

しくて好評でした。参加した皆さんからは「上手な人とも踊っても

らえて、とっても楽しかった」「県連盟主催のダンスツアーなのでサークルの旅行とは違う楽しさが有った」「来年は今回参

加しなかったサークルの人も誘って是非また参加したい！」と云うような喜びの声を聴くことが出来て、主催者者としてと

ても嬉しく思いました。                                             実行委員長 竹島 弘幸 

（団体戦第3位横浜市チーム） （神奈川県チーム） 

神奈川県チーム大活躍  
関東甲信越ブロック選手権大会 団体戦 総合準優勝！ 
都道府県対抗全国ダンススポーツ大会 団体戦 ラテン優勝、総合準優勝！  

感動のねんりんピック秋田2017 

第8回神奈川県DS連盟主催ダンスツアーは大成功でした！  



サークル紹介 

神奈川県DSCの活動状況 

平成20年4月に創設し10年目を迎えました。 会員は未就学児から高校
生までの男女およそ20名。毎週火曜日の19時から20時30分まで、中ス
ポーツセン ターで活動しています。今年から池田まつりさん（旧姓 小
嶋）を講師に、練習を続けています。 

柔軟性や体幹を鍛える運動に重点をおきながらラテン、 スタンダード
の基礎練習を行い、横浜市連盟の支援も受けて、大会やイベントに積
極的に 参加してダンスを楽しんでいます。地域にかかわらず、常時加
入を受け付けています。 

お問合せ   会長   鈴木 信夫 090-8940-7570 

大庭リリーズ（藤沢市ダンススポーツ連盟） 

平成24年に湘南大庭公民館で開催された初心者講
習会受講者を中心に発足したサークルです。 

指導者は、藤沢市連盟会長の柴田真理子先生（県連
盟事務局長）で「基本重視で美しく」をモットーに総勢
16名の初級クラスとして、例会の他に納涼会・新年会
及び市連盟のダンス旅行等、活発に活動しています。 

男女共「優しい方」の入会をおまちしております。  

会長 岡見幸也    例会：湘南大庭公民館、月曜日1時～3時、駐車場無料100台、 

お問合せ 隅田 雄一 0466-87-6059 

横浜中央キッズクラブ（横浜市ダンススポーツ連盟） 

神奈川県DSC（神奈川県ダンススポーツクラブ）は神奈川全域に500人を超える会員を有し、その会員のほとん
どが現役の選手である組織です。平成11年のJDSF
設立に伴い、日本アマチュア競技ダンス連盟はA
リーグとしてJDSF本部内組織になり、同連盟神奈
川県支局は神奈川県DSCへ名称を変更し現在に
至ります。神奈川県DSCは神奈川ダンススポーツ連
盟の事業に参画し協力をしています。 

神奈川県DSCでは独自の活動として技術研修会、
ダンスフェスティバル、定期練習会を開催していま
す。 

＜技術研修会＞ 平成22年から行われている毎年
恒例の行事です。近年ではJDSF公認審判員を迎
えて模擬競技会を行い個人別にアドバイスいただくといった実戦的な研修会となっています。募集期限前に定
員に達する評判の企画であり、今後も内容、回数、開催地等を検討して盛り上げていきます。 

＜ダンスフェスティバル＞平成14年の第１回開催以来、ダンスフェスティバルは次回の平成30年１月４日で第17
回を迎えます。お正月恒例となったダンスフェスティバルはアテンダントには上位級選手を多く集めアテンダント
待合席を作りダンスタイムでお相手いたします。 

＜定期練習会＞平成27年の春から年末まで、新横浜で定期練習会を実施していました。事情により平成28年
以降は実施を見送っています。開催に向けて場所、日時、内容等を再検討しております。 

JDSFの構造改革で社交ダンスが見直されています。 
神奈川県DSCはダンススポーツ、社交ダンスの普及に貢献します。公的機関主催のダンス初心者講習会の協
力要請があり講師及び補助メンバーを派遣しています。今後も神奈川県連盟と連携しながら新しい時代にマッ
チした新しい事業モデルに取り組みます。 

お問合せ 神奈川県DSC事務局 大江 周平 090‐6044‐7118 

加盟団体紹介 



＜神奈川県ダンススポーツ連盟＞ 
 http://www.kanagawa.jdsf.or.jp/ 
 
■3月4日（日）～5日（月）  
 リーダースキャンプ 
 マホロバマインズ 
 
■4月8日（日）8:30～21:00 
 神奈川県ダンススポーツ選手権 
 相模原市総合体育館 
 
■5月21日（月） 
 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/ 
 
■1月20日（土） 
 新春ダンスの集い 
 川崎市教育文化会館 
 
■3月18日（日） 
 技術認定会G6-G1（予定） 
 川崎市教育文化会館 
 
■4月22日（日） 
 第82回川崎市ダンススポ－ツ競技大会 
 川崎市スポーツ・文化総合センター 
 
■7月21日（土） 
 第19回川崎市市民 
 ふれあいダンスフェスティバル  
 新百合トウェティワンホール 
 
 
＜相模ダンススポーツ連盟＞ 
 http://kanagawa.jdsf.or.jp/sagami/ 
 
■2月24日（土）10:00～18:00 
 第47回相模ダンススポーツ競技大会 
 （第18回さがみカップ争奪戦） 
 秦野市カルチャーパーク総合体育館 
 
＜湘南ダンススポーツ連盟＞ 
 http://kanagawa.jdsf.or.jp/shonan/ 
 
■3月21日（水祝） 10:00～18：00 
 第66回湘南ダンススポーツ競技大会  
 平塚市総合体育館 
 
■平成30年4月 
 技術認定会（予定） 
 
■平成30年6月 
 ダンスフェスティバル（予定） 
 
 
 
 
 
 
 

＜横浜市ダンススポーツ連盟＞ 
 http://yokohama-dsf.jdsf.or.jp/ 
 
■2月11日（日） 10:00～18:30 
 第23回YOKOHAMA赤い靴杯 
 ダンススポーツ大会 
 横浜市港南スポーツセンター 
 
■6月3日（日） 
 ベイサイドカップ争奪 
 第28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/ 
 
■3月3日（土）11:00～16:00 
 春の市民ダンスフェスティバル 
 相模原市総合体育館 
 
■4月8日（日）8:30～21:00 
 神奈川県ダンススポーツ選手権 
 相模原市総合体育館 
 
■5月12日（土）13:00～17:00 
 第1回ハイグレード講習会 
 相模原市総合体育館 
 
■6月2日（土）9:00～17:00 
 ハイグレード技術認定会 
 相模原市総合体育館 
 
 
＜藤沢市ダンススポーツ連盟＞ 
 http://kanagawa.jdsf.or.jp/fujisawa/ 
 
■1月13日（土） 13:00～16:00 
 新春ダンスフｴスティバルin藤沢 
 秩父宮記念体育館メインアリーナ 
 
■1月14日（日）9：00～19：00 
 第16回藤沢市ダンススポーツ競技大会 
 秩父宮記念体育館メインアリーナ 
 
 
＜鎌倉市ダンススポーツ連盟＞ 
 http://kanagawa.jdsf.or.jp/kamakura/ 
 
■1月28日（日） 9:00～19:00 
 第31回鎌倉市ダンススポーツ大会 
 鎌倉体育館 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜厚木市ダンススポーツ連盟＞ 
 http://kanagawa.jdsf.or.jp/atsugi/ 
 
■1月14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 
 
■1月28日（日）13:00～15:00 
 中級講習会 
 東町スポーツセンター2Ｆ第2体育室 
 
 ■2月11日（日）12:30～16:00 
 23周年ダンスフェスティバル 
 東町スポーツセンター2Ｆ第1体育館 
 
■2月25日（日）1:00～15:00 
 中級講習会 
 東町スポーツセンター2Ｆ第2体育室 
 
■3月18日（日）13:30～16:00（予定） 
 ふれあいの集い 
 東町スポーツセンター4Ｆ武道場 
 
■4月15日（日）13:30～16:00（予定） 
 ふれあいの集い 
 東町スポーツセンター4Ｆ武道場 
 
■5月13日（日）13:30～16:00（予定） 
 ふれあいの集い 
 東町スポーツセンター4Ｆ武道場 
 
■6月10日（日）13:30～16:00（予定） 
 ふれあいの集い 
 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/ 
 
■1月4日（木）13:00～17:00 
 新春ダンスフェスティバル 
 鶴見区民文化センター 

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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