神奈川県ダンススポーツ連盟
第28号

～関東甲信越大会 神奈川県チーム団体戦８年ぶり総合優勝～
11 月 11日（日）川崎 市のカルッツ かわ さきで
「2018ダンススポーツ関東甲信越大会第20回関
東甲信越ブロック選手権」が336組のエントリー
（延べエントリー数465組）で盛大に開催され、熱
戦が繰り広げられました。関東甲信越ブロック選
手権の準決勝進出者には翌年の三笠宮杯の出
場権が与えられるので関東甲信越ブロックの優
秀な選手が集まり例年熾烈な戦いが繰り広げら
れる大会です。
注目の団体戦（10都県代表）で神奈川県チー
ムはラテン：２位、スタンダード：優勝、総合：優勝
で第12回大会（2010年）以来の総合優勝となりま
した。ラテンはＳ：白井泰昭・石井かおり、Ｃ：袖
木崎嘉輝・武政恵里子、Ｒ：渡辺達久・浩美、Ｐ：
押川慧梧・和田知世、Ｊ：名越慎悟・明子、スタンダードはＷ：正田 守・美樹、Ｔ：鈴木康介・長須賀淳子、Ｖ：小嶋みな
と・盛田めぐみ、Ｆ：村川 明・絢子、Ｑ：小嶋みなと・・盛田めぐみの選手団でした。皆さんの健闘に感謝申し上げます。
県連盟としては主管県として神奈川県チームの団体戦総合優勝を目指して計画的に準備して来ましたが、8年ぶりに念
願の団体戦総合優勝を勝ち取り、また応援合戦でも準優勝することが出来て本当に神奈川県ダンススポーツ連盟が輝
いた一日でした。
神奈川県ダンス連盟 会長 竹島弘幸

～都道府県大会

神奈川県チームは総合で準優勝～

１１月２１日（日）福井県福井市の「福井市体育館」で「内閣総理大臣賞争奪 第26回都道府県対抗全国ダ ンススポー
ツ大会 in 福井」が開催されました。メイン競技の団体戦（スタンダード：21都道府県、ラテン：１７都道府県）で神奈川県
チームは総合：準優勝、スタンダード：準優勝、ラテン５位で昨年の総合準優勝と同じ成績でした。
神奈川県ダンス連盟 会長 竹島弘幸

第１回神奈川県ジュニア大会開催される
6月30日に、念願だったジュニア大会が関内の横浜市技能文化会館で第1回神奈川県ジュニアダンススポー
ツ競技大会を開催しました。 さすがみなと横浜、会場には国際色豊かなご父兄の顔が見られ、他の競技会には
ない光景がありました。 出場組数64組、総区分数200, 総出場人数94名。にぎやかな大会になりました。
午前の部、フリーダンスチーム対抗戦には相模原のD.T.Sジュニア相模原、地元横浜の横浜中央キッズクラブ、
町田からは22名で参加のジュネス、そして国際色豊かなレインボーキッズが参加し元気いっぱいのダンスを見せ
てくれました。最優秀賞はD.T.Sジュニア相模原、優秀賞は
仲良く残りの3チーム。大人と子供が組んでのメレンゲ、サ
ルサ競技は2歳のおむつをした子も出場、どの組も楽しそう
で、特にお相手の指導員の顔が素敵でした。 午後の部、
高校生、中学生、小学生とも優勝目指してみんな頑張りま
した。プレユース、プレジュニア区分は会場いっぱい使い迫
力ある戦いでした。役員の皆さん、子供たちに付き添ってく
ださった皆さん、本当にありがとうございました。 この場を
お借りし、御礼を申し上げます。この大会がずっと続いてい
くことを願って。
ジュニア育成部長 柴田真理子

ねんりんピック富山2018に参加して
～神奈川県チーム第6位入賞～
2018.11.2～11.5の日程でねんりんピック富山に参加して来
ました。 本県結団式及び富山での総合開会式の神奈川選
手団の旗手、選手紹介及び選手宣誓を旗手・選手宣誓：蛯
名・石田組（湘南DS連盟所属）が行いました。
11月3日は総合開会式で会場は富山県総合運動公園陸上
競技場、一万人を超える大選手団です。
今交流大会での最高齢者は86才とのことでしたが、ずっと若
く見え、これもダンスの成せる業かと改めて実感、ダンスの力
はやはり凄い!!神奈川県からは高齢者表彰者として横浜市の
横田久雄さん、大会開催日誕生日と云うことで川崎市の石川
美津子さんがお祝い受賞をされた。
交流戦は、氷見市ふれあいスポ－ツセンタ－で個人戦ラテ
ン、個人戦スタンダ－ド、団体戦が行われ、 団体戦の参加
チ－ムは54チ－ム、結果は堂々の6位入賞、選手の皆さん大
変お疲れ様、また感動ありがとう。

（神奈川県・川崎市・横浜市・相模原市チームの選手）

さて、3年後の2021年には地元神奈川県にねんりんピックが
やってきます。 今迄私達がおもてなしを受けたように、今度は神奈川県として全国の皆さんをお迎えすることとな
りますので暖かくお迎えをしたいと思います。
神奈川県『チーム神奈川』 監督 須田幸彦

元気なダンサーの紹介（障害があっても楽しいダンス）
新井 順子 湘南ダンススポーツ連盟 ステップ友の会
私のように目に障害があっても気軽に楽しく出来るのが「ダンス」です。始め
は運動不足の解消を目的に入会しましたが、レッスンを通してもっと、上手にき
れいにたくさんのステップを覚えたいなど、段々と欲がでてきています。技術認
定も上級になるにしたがって表現力、音楽との一体化、ポジションのキープ等
課題は山積みですが、そんな状況での踊る楽しみがあるので頑張れます。
最近は健康番組で介護予防、特に認知症予防にダンスが最適という視点で
「ダンス」が非常に注目されています。新しいステップを覚えることや踊りながら
次の動作を行う為、常に頭を使っています。そして覚えても体が動かないと踊
れない、すなわち頭と体を同時に使う運動ですので、年を重ねるごとに介護予
防もさながら、味のある素敵な「ダンス」を踊れるように頑張りたいと思います。

全日本ダンススポーツ統一級の改善（2019年１月１日より）
JDSFの「公益事業」としての競技会は、JDSFが運営に責任を持つ必要があることの指摘があり、株式会社とし
ての営利事業とみなされる団体が主催した場合の競技会を含むことができなくなりました。
公益社団法人日本ダンススポーツ連盟（JDSF）は、これまで、JPDSA、NJDC主催競技会も統一級対象競技会と
なっていましたが、2019年1月1日より、これからの競技会が統一級の対象からはずれます。
一方で、JDSF-PD主催よる統一級競技会が多数開催されます。
2019年1月1日からは、外部団体主催の競技会は、友好団体であっても全日本統一級の昇級に含まれなくなりま
すので、選手の皆様は競技規程などにご注意ください。

加盟団体紹介
川崎市ダンススポーツ連盟の活動状況
川崎市ダンススポーツ連盟は昭和50年に川崎市内の企業内サークルが中
心になり、17サークルで発足したのが始まりです（初代会長富士電機の故鈴木
清氏）。その後東京・千葉・神奈川の3県のサークルと手を結び社会人ダンス連
盟を立ち上げました。それが現在の日本ダンススポ－ツ連盟になっています。
平成8年には公益財団法人川崎市スポーツ協会に加盟しました。当連盟には
現在22サークル、410名の会員がおります。
当連盟は従来「とどろきアリーナ」並びに「旧川崎市体育館」にて競技会を実施してきましたが、昨年の12月から新
たに建替えられた「川崎市スポーツ・文化総合センター」、愛称「カルッツかわさき」にて競技会を実施することが出
来るようになりました。今年は1都9県が競い合う関東甲信越ブロック選手権が11月11日にカルッツかわさきで開催さ
れました。本競技会開催に当たっては競技のスピーディーな進行で「リアルタイム採点システム」と、将来オリンピック
種目を目指して、より客観性を高めた「新審判方式」を導入しました。
川崎市は南北に細長く位置し、北側には新百合21ホールが有ります。このホール普段はフリーのダンスパーティ
が開かれ、多くのダンスファンが楽しんでおります。連盟としてはここで「市民ふれあいダンスフェスティバル」を開催
し、従来の競技会とはチョット違った、競技会に出たことのない方々や女性同士でも参加できる「ダンスふれあい戦」
や「ダンスの集い（ダンスパーティ）」などを開催し、競技会の楽しさを紹介し競技会と社交ダンスの普及活動をおこ
なっています。また長年続いている市民プラザダンススポ－ツ教室と 宮山ダンススポ－ツ教室に役員を派遣しダン
スの普及活動を行っています。
2020年のTOKYOオリンピックの翌年2021年、神奈川県で「ねんりんピック（厚生労働省主催全国健康福祉祭）」
が開催されますが、ダンススポーツは川崎市での開催が予定されています。開催にあたっては神奈川県連盟に全
面的に協力し、高齢者が主役のスポーツ・文化の祭典を盛り上げていきたいと思っております。
川崎市ダンススポーツ連盟 会長 安田 輝子

サークル紹介
金沢シーサイドダンスクラブ（横浜市ダンススポーツ連盟）
平成14年10月に横浜市金沢区の有志で立ち上げたサークルです。ダンススポーツの技術の向上と会員相互
の親睦を深めることを、目指しています。
・活動内容 スタンダード約60分、ラテン約30分、2カ月ごとに
種目をかえます。講師は歴代プロ先生です。会員は
約40名で年代は60代～70代、競技選手は十数名で
す。
・活動場所 毎周月曜日 金沢区能見台地区センターで、
午後6時45分～8時30分まで練習しています。
・問合せ先 会長 大辻 明 070-6575-5088

大和SDC（相模ダンススポーツ連盟）
大和SDCは50数年前、神奈川県の職員の方により青少年の為のダンスサークルとして、会場を大和市青少年
会館にて“大和社交ダンスクラブ”として設立され現在に至っております。
会の活動は各週毎に櫻井美規雄先生（矢吹ダンススタジオ）の指導の
下、スタンダード及びラテンを2ヶ月毎に練習して綺麗に踊る、を目指し
ており、今は老若男女が 健康の為 ・競技の為とそれぞれ目標に向
かって頑張っております。
会としましては、いつでも一人でも気持ちがある方を募集しおります。
皆様、お仲間になりませんか。
問合せ先

副部長 髙橋 眞紀子

046-269-8473

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＞
http://www.kanagawa.jdsf.or.jp/

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

■3月3日（日）～4日（月）
リーダースキャンプ
マホロバマインズ

■2月10日（日） 9:45～19:00
第24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

■4月7日（日）
神奈川県ダンススポーツ選手権
秩父宮記念体育館

■1月13日（日） 13:30～16:00
ふれあいの集い
東町スポーツセンター 第2武道場
■1月20日（日） 1月27（日） 13:00～15:00
10ダンス講習会
東町スポーツセンター 第2体育室

■6月9日（日）
ベイサイドカップ争奪
第29回横浜市ダンススポーツ大会
横浜文化体育館

■5月20日（月）
総会
神奈川県民センター

＜相模原市ダンススポーツ連盟＞
http://kanagawa.jdsf.or.jp/sagamihara/
＜川崎市ダンススポーツ連盟＞
http://kanagawa.jdsf.or.jp/kawasaki/
■1月19日（土） 10:00～17:00
新春ダンスの集い
川崎市教育文化会館
■2月23日（土）
技術認定会
川崎市教育文化会館
■4月28日（日） 9:00～19:00
第84回川崎市長賞争奪
川崎市ダンススポーツ競技大会
カルッツかわさき
■7月20日（土）
第20回川崎市民ふれあい
ダンスフェスティバル
新百合トウェンティワンホール

＜相模ダンススポーツ連盟＞
http://kanagawa.jdsf.or.jp/sagami/
■2月23日（土） 18:00～
相模大会前夜祭
秦野カルチャーパーク総合体育館
■2月24日（日）
第4８回相模ダンススポーツ大会
秦野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（祝・木） 10:00～18:00
第67回湘南ダンススポーツ競技大会
平塚市総合体育館

■3月2日（土） 11:30～16:00
第28回春の市民ダンスフェスエィバル
総合体育館

■2月6日（水） 2月20日（水） 13:00～15:00
中級講習会
東町スポーツセンター 第2体育室
■2月10日（日） 12:30～16:00
創立24周年ダンスフェスティバル
東町スポーツセンター 第1体育室
■3月6日（水） 3月13日（水） 13:00～15:00
中級講習会
東町スポーツセンター 第2体育室
■3月24日（日） 3月31（日） 13:00～15:00
10ダンス講習会
東町スポーツセンター 第2体育室

■4月10日～5月29日
毎週水曜日 9:00～11:30
市民初心者ダンス講習会
市立体育館

■3月17日（日） 13:30～16:00
ふれあいの集い
東町スポーツセンター 第2武道場

■５月1８日（土） 13:00～16:00
ハイグレード技術講習会
総合体育館

＜神奈川県DSC＞
http://kanagawa-dsc.jdsf.or.jp/

■６月1日（土） 9:00～12:00
ハイグレード技術認定会
総合体育館

■2月23日（土） 18:00 - 20:00
ダンススポーツクラブ神奈川 総会
神奈川県民センター

■６月1５日（土） 8:30～16:00
中級講習会・ダンスの集い
市立体育館

■4月13日（土）
練習会
男女共同参画センター横浜北

＜鎌倉市ダンススポーツ連盟＞
http://kanagawa.jdsf.or.jp/kamakura/
■4月21日（日） 10:00～16:00
スプリングダンスフェスティバル in 鎌倉
鎌倉武道館
■6月22日（土）
第32回鎌倉市ダンススポーツ大会
鎌倉芸術館

＜厚木市ダンススポーツ連盟＞
http://kanagawa.jdsf.or.jp/atsugi/
■1月9日（水） 1月16日（水） 13:00～15:00
中級講習会
東町スポーツセンター 第2体育室

■4月予定
技術認定会
二宮町方面
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
電話・FAX 0466-27-8464
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