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～第22回神奈川県ダンススポーツ選手権～
スタンダード 小嶋・盛田組
ラテン 山本・工藤組

優勝

4月8日神奈川県ダンススポーツ選手権が相模原市立総合体育館
で行われました。当日は天候にも恵まれた中、345組の選手が参
加しました。
主催者として県連盟の竹島会長、
神奈川県スポーツ局の江藤部長の
挨拶に続き、小嶋みなと、盛田めぐ
み組による選手宣誓のもと、競技が
開始されました。
プレジュニア、ねんりんピック、関東
甲信越ブロックシニアⅡ、Ａ級Ｂ級
Ｃ級Ｄ級の競技が朝早くから行わ
れ会場は選手や観客の皆さんの熱
気に包まれました。

（小嶋・盛田 組）

（選手権戦 スタンダード）

選手権(A級)ラテンでは山本哲郎・
工藤由美子組(東京都)が優勝、柴
木・井上組（相模原市）が準優勝
スタンダードでは小嶋みなと、盛田
めぐみ組（県DSC）が優勝しました。

シニアⅡにおいてはラテンは西村・渡辺組（東京都）・スタンダード
田中・小山組（東京都）が優勝しました。
ラテンで柚木崎・
武政組（藤沢市）
が準優勝、スタ
ンダードで正田・正
田組（県DSC）が準
優勝、須田・足立組
（県DSC）が3位と健
闘しました。
（シニアⅡＡ スタンダード）

（プレジュニア スタンダード）

（選手権戦 ラテン）

（シニアⅡＡ ラテン）

（プレジュニア ラテン）

プレジュニアで
はラテン スタ
ンダードともホ
ワイトン謙心・
夏奈実組（相模
原市）が優勝し
て観客を沸かせ
ました。
実行委員長
岡本 寿一

～加盟団体対抗戦 優勝 横浜市連盟Bチーム～

（加盟団体対抗戦優勝 横浜市連盟Ｂチーム） （サークルⅠ優勝 神奈川ＤＳＣ-Ｂ） （サークルⅡ優勝 あじさいＤＣ）

個人戦終了後には団体戦が行われ、競技に先
立ち恒例の応援合戦が各連盟順番に行われ
た。加盟団体戦結果
優勝：横浜市連盟Ｂチーム
準優勝：神奈川県ＤＳＣチーム
３位：相模原市連盟チーム
ねんりんピック戦 ラテンの部 優勝：長嶋・長嶋
組（県DSC），準優勝：高橋・高橋組（相模），３
位：西尾・浅地組（（県DSC）
ねんりんピック戦 スタンダードの部 優勝：大
橋・大橋組（県DSC），準優勝：萩原・磯野組（横
浜市），３位：蛯名・石田組（湘南）

（大会会長賞
大和市ＤＳＡ選手会）

（実行委員長賞
ウェルフェアダンス鎌倉）

元気なダンサーの紹介（あわせて「１６６歳」の老々カップル）
早﨑 義仁・奈良 節子 組 川崎市ＤＳ連盟 幸ダンススポーツ愛好会
仲間の方達から「元気だね」とおだてられ、また自分でも、年齢の割には元気だと自負
しながら競技を楽しんで参りました。
とは言えフロアでの華やかさや存在感、そして表現力に欠ける私共はひたすら体力に
頼るばかり、これが簡単に勝てない理由なのだと自覚しております。苦労の末、昨年
漸くＤ級の長いトンネルから抜け出すことができました。ここまで来られたのは、すてき
なパートナーの協力があったからだと感謝しています。 新たな気持ちで挑んだＣ級
の壁はやはり厚く、四次予選止まりの成績でキープ状態にあリます。 現在、訳あって
小休止しておりますが、後期には再び挑戦してみたいと楽しみにしているところです。
果たして元気に踊れますかどうか？？いや、踊りたいと思っています。 競技会場でお
会いした時には「あの老々カップル元気になって踊っているんだ」と声をかけていただ
けたら、幸いです。

都道府県対抗 県ラテンチーム
「平成29年度神奈川県スポーツ優秀選手賞」受賞
11月12日（日）愛媛県松山市で「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、神奈川県チームは、ラテン：優勝、スタンダード：５位、総合：準優勝という素晴らしい成績を収めるこ
とができました。
この活躍に対して、ラテンチームが「平成29年度神奈川県スポーツ優秀選手表彰」を受賞するはこびとなりまし
た。あらためて選手の皆様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

春の叙勲

相模原市連盟 小林副会長が瑞宝双光章!

この度、第30回危険業務従事者叙勲「瑞宝双光章」を授章しました。5月9日（水）午前、東京麹町の都道府県会
館にて各県ごとの説明会と勲記及び勲章の交付を受け、午後から総務省講堂にて野田総務大臣から、叙勲の伝
達と祝辞をいただきました。その後、皇居に移動し「豊明殿」にて天皇陛下からねぎらいのお言葉を賜りました。
一同全員の記念撮影を行い、菊のご紋入りのお菓子をいただき皇居を後にしました。
危険業務従事者ということで、消防職員として悲惨な事故
や修羅場を経験してきましたが、消防人生で忘れられな
いことがあります。平成元年８月１日未明川崎市高津区
蟹ヶ谷で発生した大雨によるがけ崩れで住民及び救助活
動の消防職員10数名が生き埋めとなり住民3名と消防職
員3名が殉職した自然災害です。この時、私は非番で自
宅就寝中、消防署から連絡を受け駆けつけました。捜索
中に土砂に埋もれていた同僚3人の変わり果てた姿を発
見し、大変ショックを受けました。実は1日ずれていれば、
自分が当直勤務でその立場になっていた可能性が高いと
今でも思いだします。また貴重な体験として、北海道有珠
山の噴火災害に川崎隊の中隊長として10日あまり警戒活
動に従事したことや、沖縄サミット警備に従事したことが生
涯の思い出として残っております。
私とダンスの出会いは、妻から「ダンスは美容と健康に良いから始めよう」との誘いで始めましたが、仕事が当直勤
務で半分はサークルに行けない状況でした。そのため，非番の日に妻から内容を聞きながら練習をしたことが忘
れられません。現在は妻と競技大会に出る傍ら、微力ながら初心者の育成・ダンス技術向上のお手伝いを行って
おります。
相模原市ダンススポーツ連盟副会長 小林春雄

サークル紹介
フェニックス（相模原市ダンススポーツ連盟）
平成20年6月にサークルを結成、初心者講習からご指導を頂いた今泉先生・剣地先生の基本を重視した指
導の下、練習に励んでおります。今年は、満10年を迎えるにあたりダンス旅行を計画し仲良く楽しく活動を
行っています。
１．活動内容
スタンダード（ワルツ、タンゴ、スロー）、ラテン（ルンバ、チャチャ、
サンバ）を毎月重点とする種目を決めて、基本である姿勢やステッ
プについて徹底して指導を受けております。
２．活動場所
毎週水曜日、午後7時30分～10時00分
市立中央中学校体育館を利用しています。
問合せ先 会長 和田邦彦 090-1775-7422

「キッズ沼間愛児園」（湘南ダンススポーツ連盟）
「キッズ沼間愛児園」は年長児30で結成されています。週に１回
保育カリキュラムに組み込み活動しています。ステップの部分
練習をして曲に合わせ少しずつ積み上げ１曲を作り上げて行き
ます。興味が高まる様に流行りの振付を組み入れ、毎年１１月
に地元のパーティーで発表をします。沢山の拍手に包まれる経
験は成長の糧になる事でしょう。
問合せ先 草栁 ゆきゑ 090-2424-1465

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

＜神奈川県ダンススポーツ連盟＞

＜相模ダンススポーツ連盟＞

＜鎌倉市ダンススポーツ連盟＞

http://www.jdsf.or.jp/kanagawa/
■6月30日（土）
第1回神奈川県ジュニアDS大会
横浜技能文化会館
■7月1日（日）～2日 （月）
神奈川県連盟ダンスツアー
伊東温泉 ホテルサンハトヤ
■8月4日（土）10:00～17:00
第3回JDSF公認指導員研修会（普及Ｃ）
男女共同参画センター（横浜 南太田）
■8月12日（日）10:00～16:30
第10回神奈川県大ダンスフェスティバル
横浜 神奈川スポーツセンター
■10月14日（日）
オータムダンスフェスタ
厚木市東町スポーツセンター
■10月20日（土）10:00～17:00
第4回JDSF公認指導員研修会（フリー）
大和スポーツセンター
■11月11日（日）
第20回 関東甲信越ブロック選手権
カルッツかわさき

＜川崎市ダンススポーツ連盟＞
http://kanagawa.jdsf.or.jp/kawasaki/
■7月21日（土）
川崎市市民ふれあいダンスフェスティバル
新百合トウェンティワンホール
■9月2日（日）
第83回川崎市ダンススポ－ツ大会
カルッツかわさき
■10月6日（土）
市民無料講習会、技術認定講習会
川崎市教育文化会館

＜横浜市ダンススポーツ連盟＞
http://yokohama-dsf.jdsf.or.jp/

http://kanagawa.jdsf.or.jp/kamakura/
■12月22日(土）
技術認定会、ダンスフェスティバル（予定）
大和スポーツセンター

＜相模原市ダンススポーツ連盟＞

■12月16日（日）
第20回横浜市民DS選手権大会
横浜 中スポーツセンター
■12月23日（日）9:30～16:00
X'mas ダンスフェスティバル
横浜 神奈川スポーツセンター

＜湘南ダンススポーツ連盟＞
http://kanagawa.jdsf.or.jp/shonan/
■9月8日（土）
講習会&パーテイ
平塚商工会議所
■10月20日（土）
技術認定会
横須賀市はまゆう会館

＜厚木市ダンススポーツ連盟＞

http://www.jdsf.or.jp/sagamihara/
■7月7日（土） 11:30～16:00
第3回サマーダンスフェスティバル
相模原市総合体育館

■7月8日（日）13:30～16:00
ふれあいの集い
東町4F 第2武道場

■8月11日（土） 13:00～17:00
第1回グレードコース技術講習会
相模原市総合体育館

■7月22日 7月29日（日）13:00～15:00
10ダンス講習会
東町2F 第2体育室

■8月25日（土） 13:00～17:00
第2回グレードコース技術講習会
相模原市総合体育館

■7月4日 7月11日（水）13:00～15:00
中級講習会
東町2F 第2体育室

■9月4日（火）～10月16日（火）
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）

■8月19日（日）13:30～16:00
ふれあいの集い
東町4F 第2武道場
■8月8日 8月22日（水）13:00～15:00
中級講習会
東町2F 第2体育室

■9月15日（土） 9:00～17:00
グレードコース技術認定会
相模原市総合体育館

■9月9日（日）13:30～16:00
ふれあいの集い
東町4F 第2武道場

■9月30日（日） 9:00～19:00
第32回相模原市DS競技大会
相模原市総合体育館
■10月6日（土）、10月27日（土）、11月10日
（土） 全3回 13:00～15:00
市民子供ダンス教室
市体育館（市役所前）
■11月3日（土） 11:00～16:00
第44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23日（金） 9:00～11:30
第2回中級技術講習会
市体育館（市役所前）

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

■9月16日（日）9:30～18:00
踊って・観て・楽しむ ダンフェスティバル
横浜 港南スポーツセンター

■10月27日（土）10:00～16:00
オータムダンスフェスティバルin鎌倉
鎌倉武道館

■12月1日（土） 14:00～16:00
ダンスフェスティバル
秩父宮記念体育館メインアリーナ
■12月2日（日） 09:00～18:00
第17回藤沢市DS競技大会
秩父宮記念体育館メインアリーナ
■7月2日・・毎月曜日（13:00～15:00）
サークル活動・練習会 大庭リリース
湘南大庭市民センター・小ホール
■7月3日・・毎火曜日（9:30～12:00）
サークル活動・練習会 ラブリー湘南
藤沢市村岡公民館 ホール

■10月21日（日）13:30～16:00
ふれあいの集い
東町4F 第2武道場
■10月28日（日）
厚木大会
東町2F 第1体育室
■11月11日（日）13:30～16:00
ふれあいの集い
東町4F 第2武道場
■12月9日（日）13:30～16:00
ふれあいの集い
東町4F 第2武道場
■12月23日（日）13:30～16:00
クリスマスダンスフェスティバル
東町2F 第1体育室

＜神奈川県DSC＞
kanagawa-dsc.jdsf.or.jp
■7月28日（土）18:00-20:00
臨時総会
神奈川県民センター
■8月4日（土）12:00-16:00
ダンススポーツ練習会
海老名 三紫スタジオ

■7月4日・・毎水曜日（15:00～17:00）
サークル活動・練習会 ウィステリア
湘南大庭市民センター・小ホール

神奈川県ダンススポーツ連盟 事務局
〒251-0004
藤沢市藤が岡2-2 D-1-703
柴田真理子
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