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第23回神奈川県ダンススポーツ選手権
小 嶋・盛 田 組 ス タ ン ダ ー ド 優 勝・大 久 保・吉 村 組

ラ テ ン 優 勝

春爛漫 満開の桜の中、秩父宮記念体育館に322組の選手をお迎
えし、第23回神奈川県ダンススポーツ選手権が開催されました。 こ
の大会は行政神奈川県主催「かながわシニ アスポーツフェスタ
2019」と神奈川県ダンススポーツ連盟主催神奈川県ダンススポーツ
選手権との合同開催事業です。主催者あいさつは竹島会長、県ス
ポーツ局から桜井嘉郎グループリーダー。
神奈川県最高峰の大会を観戦しようと朝から多くの方がつめかけ
賑わいました。会場は外の桜にもまして色とりどりのドレスで埋め尽く
されました。選手宣誓は昨年優勝の小嶋みなと・盛田めぐみ組。

（選手権戦 ラテン）

（選手権戦 スタンダード）

（シニアⅡＡ スタンダード）

（シニアⅡＡ ラテン）

プレジュニア区分の小学４
年生からねんりんピック代表
選考区分の60歳以上の方々
迄のまさに生涯スポーツの大
会となりました。
結果は昨年に続き冠杯の選
手権スタンダード小嶋みなと・
盛田めぐみ組優勝。
（ねんりんピック選考戦 スタンダード）

来年は横浜文化体育館で開
催されます。

（ねんりんピック選考戦 ラテン）

実行委員長 柴田 真理子

神奈川県ダンススポーツ連盟会長

就任ごあいさつ

新会長に選出されました小野智史です。ダンスを取り巻く状況は厳しく、ダンス人口の高齢
化と減少に歯止めがかかりません。こうした中で、神奈川県連盟はどのような活動をすればよ
いのでしょうか。「ダンス普及に王道なし」私は、10年余初心者の指導にあたってきました。ダ
ンスが楽しいと思えるようになるには、三年は必要であるというのが、私の持論です。途中で挫
折して止めないように丁寧に優しく粘り強く指導していくことが大事です。ジュニアの育成、40
～50歳代の会員を増やしたい等やらなければならないことは、山のようにあります。会員の皆
さんと一緒にこの山場を乗り切っていきたいと思っています。どうぞ、宜しくお願い致します。
神奈川県ダンススポーツ連盟会長 小野 智史

第11回神奈川県大ダンスフェスティバル2019を終えて
去る5月19日（日）神奈川スポ－ツセンタ－にて11回目となる県大ダンスフェスティバルが開催された。恒例と
なっているこのイベントは毎年好評で今回も190名ほどの参加があり盛大に行われました。
例年どおり午前の技術講習会、午後はダンス愛好者との親睦パーティ－の２部構成でした。技術講習会の講
師には10ダンスチャンピオンの山本・木嶋組を迎えスタンダード、及び、ラテン種目の共通する基本的な動きを中
心とした講習内容で、とてもためになったと多数の方からの声を頂きました。また午後からのパ－ティ-も盛り沢山
の内容で最後まで楽しいひと時を過ごされたと思います。
また来年も楽しい企画を用意してお待ちしておりますので,是非ご参加宜しくお願いします。
実行委員長 須田 幸彦

引退選手の紹介
名越慎悟・明子組（DSC神奈川）
昨年の三笠宮杯で現役を引退した名越慎悟・明子組です。
「引退はまだ早い」との有難いメッセージも頂きますが、競技選手中には出
来なかったショーダンスに挑戦したり、ダンスの基本を再度勉強し直した
り、ダンスの楽しさを全国の皆さんに伝えるべく各地でダンス披露や講師
などのお仕事を引き受け忙しい日々を過ごせています。これからもダンス
界の活性化に協力し、競技会会場に多くの方に足を運んでいただき、拍
手喝采で選手たちを迎えることができるほどダンス界が盛り上がっていくこ
とを願っています。

村川明・絢子組（DSC神奈川）
昨年に競技生活を引退しました村川明・絢子組です。
社会人ダンサーとして約7年競技に挑戦し、辛い事の方が多かったですが、周りの
皆様にご助力いただき、本当に恵まれた環境下で頑張ってこれました！ 中でも
昨年はシニアI優勝、日本代表として世界戦とメタボ解消からダンス再開した自分
にとっては夢の様なひとときでした。今後もちろんダンスは継続して続けていき、何
かしらの形でダンス界に貢献することが出来ればと考えております。

「平成３０年度神奈川県スポーツ優秀選手賞」
小嶋みなと・盛田めぐみさん・
ブレイキン河合来夢さんが受賞
平成31年1月12日、横浜市西公会堂で平成30年度神奈川県スポー
ツ優秀選手表彰式が行われました。
ダンススポーツ部門からは第38回三笠宮杯全日本ダンススポーツ選
手権スタンダード部門で優勝した、小嶋みなとさん、盛田めぐみさん、
第3回ユースオリンピック競技大会(2018/ブエノスアイレス)ダンススポー
ツ・ブレイキンで優勝した河合来夢さんの3名が選ばれました。

横浜市ダンススポーツ連盟の
活動状況
横浜市ダンススポーツ連盟は、平成2年3月に
11サークルが集結して、「横浜市社会人ダンス連
盟」が創設されました。
平成3年3月に神奈川県社会人ダンス連盟（現
在の神奈川県ダンススポーツ連盟）に横浜市社
会人ダンス連盟として、加盟しました。
2019年4月現在、会員数858名、選手登録599
名が在籍し、常務理事会は8区連盟等、33サー
クルで構成されていいます。
主な事業としては、ベイサイド争奪横浜市ダンススポーツ大会、YOKOHAMA赤い靴靴杯ダンススポーツ大会、
横浜市民体育大会、並びにダンスフェススティバルを開催しています、フェススティバルでは技術講習会、初心
者向け無料講習会を行って、ダンススポーツの普及活動を進めています。
ねんりんピック大会に毎年選手を派遣しています、2017年秋田大会では、団体戦第3位となりました。ジュニア
育成では、元ファイナリストをコーチに招き、育成に力を入れています。
行政との協賛イベントでは、3年毎に、Dance Dance Dance @yokohamaに参画するなど、普及活動を行いまし
た。現在の横浜文化体育館は取壊し、2020年9月には、新築「横浜武道館」が竣工します。
横浜市ダンススポーツ連盟は、2020年に創立30周年を迎えます。
引き続き、ダンススポーツの普及活動に専念してまいります。

サークル紹介
ダンスサークル絆（きずな）（川崎市ダンススポーツ連盟）
およそ１0年前に川崎市ダンススポーツ連盟が行った「社交ダン
ス初心者教室」が発展して誕生したサークルです。火曜日の夜、
川崎区にある「プラザ田島」で練習を行っています。１２メートル四
方くらいで広くは無いですが、木の床、空調や音響も整ったダンス
にはグッドな環境です。会員は１５名で、競技選手は居ませんが技
術認定会に挑戦される方は多いです。皆さんホビーダンスとして
楽しんでいます。始めにブルースやメレンゲなどでウォーミングアッ
プを行い、ワルツとルンバ、タンゴとチャチャチャなどと２種目ずつ
を月替わりで練習しています。 春からは、ヴェニーズワルツも始めました。多くの種目を浅く広く楽しんでいま
す。
お問合せ：090-2660-0137（しまだ）

QE－Ⅱ（鎌倉市ダンススポーツ連盟）
大船にある玉縄学習センターで活動しています。
十数名の小さなサークルですが楽しく正しく踊る事を学んでいます。
サークルの歴史は古く平成４年、鎌倉市ダンススポーツ連盟の前身であ
る「鎌倉市ダンス協会」発足に参加しました。
会員の多くが現役で働いているため、サークルの活動は月3回火曜日
の夜７時から９時です。競技選手は４組いますがサークル活動はグレー
ドの練習と初級者の育成と中級者の技術力向上がメインになっていま
す。サークルの名前は、創設者がクイーン・エリザベスⅡ世号に乗船し、
その素晴らしさに魅了されてつけられました。毎年１月に「新春パー
ティー」を行っています。
連絡先（携帯）

090-1218-5974

会長 林 由紀雄

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.jdsf.or.jp/kanagawa/

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

＜鎌倉市ダンススポーツ連盟 ＞
http://kanagawa.jdsf.or.jp/kamakura/

■10月14日（日）10：00～18：00
横浜市民体育大会
第21回横浜市民ダンススポーツ選手権
横浜市緑スポーツセンター

■10月6日（日） 10:00～16：00
鎌倉市ダンススポーツ連盟
創立15周年記念祝賀会
鎌倉プリンスホテル

■12月1日（日）10：00～18：00
秋季田園都市ダンススポーツ競技大会
横浜市青葉スポーツセンター

＜厚木市ダンススポーツ連盟 ＞
http://kanagawa.jdsf.or.jp/atsugi/

＜ 相模原市ダンススポーツ連盟 ＞
http://www.jdsf.or.jp/sagamihara/

■8月18日（日）13:30～16:00
ふれあいの集い
東町スポーツセンター4Ｆ

■8月11日（日）
サマーダンスフェスティバル
相模原ギオンアリーナ

■9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

■9月4日（水）～10月16日（水）
第2回市民初心者ダンス講習会
相模原市立体育館

■10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4Ｆ

■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

■9月21日（土）
グレード技術認定会
相模原ギオンアリーナ

■11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

■9月1日（日）
ねんりんピック岐阜選考会
第85回川崎市ダンススポーツ大会
カルッツかわさき

■9月29日（日）
第27回相模原市長杯争奪
第33回相模原市DS競技大会
相模原ギオンアリーナ

■9月15日（日） 13:00～15:00
9月29日（日）13:00～15:00
11月10日（日）11:00～13:00
11月24日（日）13:00～15:00
10ダンス講習会
東町スポーツセンター2Ｆ

■9月7日（土）10:００～17:00
第3回JDSF公認指導員研修会＆
A級技術認定員更新研修会
男女共同参画センター横浜南（南太田）
■10月6日（土）10:００～17:00
第4回JDSF公認指導員研修会
大和スポーツセンター
■10月27日（日）～28日（月）
神奈川県ダンスツアー
日光霧降高原 大江戸温泉物語
■12月7日（土）
ダンスフェスティバル
川崎市教育文化会館

＜ 川崎市ダンススポーツ連盟 ＞
http://kawasaki-dsf.jdsf.or.jp/

＜相模ダンススポーツ連盟 ＞
http://kanagawa.jdsf.or.jp/sagami/
■11月30日（土） 9：00～17：00
技術講習会＆ダンスフェスティバル
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/
■8月3日（土）午後1時から4時
ダンスフェステバル
平塚商工会議所ホール
■10月20日（日）9時～12時
技術認定会
はまゆう会館（衣笠）

■10月5日（土）
10月26日（土）
11月2日（土）
市民子どもダンス教室
相模原市立体育館

■11月17日（日）
第25回厚木市ダンススポーツ大会
東町スポーツセンター第1体育室（2Ｆ）

■11月9日（土）
第45回チャリティーダンスフェスティバル
相模原ギオンアリーナ

■12月22日（日）
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第1体育室（2Ｆ）

■11月23日（土）
第2回中級技術講習会
相模原市立体育館

＜ダンススポーツクラブ神奈川 ＞
http://kanagawa-dsc.jdsf.or.jp/

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

■8月3日（土）
ダンススポーツ練習会
海老名三紫スタジオ

■10月27日～10月28日
ダンスツアー
日光霧降大江戸温泉
■2020年1月11日
大会前日催 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

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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