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三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権

スタンダード

小嶋みなと・盛田めぐみ組

４連覇

国内ダンススポーツ大会の最高峰「第39回三笠宮杯全日本ダンススポー
ツ選手権」は令和元年11月9、10両日に駒沢体育館で開催されました。今
年は「全日本ブレイキング選手権」も初めて開催されました。スタンダード部
門ではDSC神奈川所属の小嶋みなと・盛田めぐみ組が持ち味のダイナミッ
クな動きで、４連覇を成し遂げました。
お二人の感想として、「この三笠宮杯4連覇は、自分が良いと思っているも
のを壊して新しい世界を作り上げていくという、楽しいけれど苦しいことの連
続でもありました。今後は、海外で開催される世界選手権などの競技会で
確実に勝てる踊りに取り組んでいきたいと思います(小嶋みなと)。今までは
勢いとスピード感を重視して踊ってきた。そこにプラスして柔らかさだったり、
一体感があるのに自由に動いている踊り、プラスαを探しながら踊ってきた
ので、それがこの三笠宮杯で上手く発揮できたのかなと思います。(盛田 めぐみ)」

～都道府県大会 神奈川県チームは二年連続総合準優勝～
新しく水戸市に建設されたアダストリアみとアリーナで11月17日（日）
に、第27回都道府県対抗全国ダンススポーツ大会が行われました。真
新しい体育館で、木の香りが漂ってきそうな感じのする素晴らしい体育
館でした。この大会は、国体基準に合わせて、少年A・B、成年、シニア
Ⅱ、フリーという年齢構成で、参加します。今年は、それぞれの枠に 1
組、合計５組の選手が出場しました。１組が2種目づつ踊ります。神奈川
県は、過去8回優勝しています。結果は、昨年と同じく、総合、準優勝（ラ
テン準優勝・スタンダード3位）でした。。個人戦でも、優勝準優勝、決勝
進出などがあり、実りのある大会でした。

～関東甲信越大会 神奈川県チームは総合で準優勝～
11月4日（祝・月）駒澤オリンピック記念公園総合運動公園体育館で、第21回関東甲信越ブロック選手権が行わ
れました。神奈川県チームは、昨年、東京
都の8連覇を阻んで総合優勝し、今年も連
覇を狙って参加しました。結果は、ラテン
優勝・スタンダード2位。東京都がその逆で
す。、総合優勝が発表されるまでの時間
が、長く感じられました。昨年は、ラテン2
位、スタンダード優勝で東京都がその逆で
した。今年も、スケーティングに持ち込まれ
ました。結果は、わずかの差で準優勝、二
連覇は、なりませんでしたが、選手の皆さ
んが、それぞれの持ち味を充分に発揮さ
れました。

ねんりんピック紀の国わかやま2019
令和元年11月8日～11月11日にねんりんピックは開催され
ました。和歌山市紀三井寺公園陸上競技場は三笠宮家彬子
様ご臨席の中、全国から集まった1万人の選手で埋め尽くさ
れました。大会のテーマは「あふれる情熱 はじける笑顔」

延々と続く全国の選手と共に神奈川県の4チームは
期待に胸膨らませ、行進しました。式典前アトラクショ
ンは園児から成人まで3,000人の演者が色とりどりの
衣装で競技場を埋め尽くし圧巻の光景で大変見ご
たえのあるものでした。
ダンススポーツ団体戦は47チームが参加し、神奈
県内参加選手（神奈川県・川崎市・横浜市・相模原市）
川県チームは準決勝まで進みました。
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。全国からおいでになる皆様をお迎えする番です。
（神奈川県チーム監督 柴田真理子）

日本スポーツマスターズ2019ぎふに参加して
去る、8月18日（日）第1回となる日本スポ－ツマスタ－ズ・
ダンススポ－ツ競技大会が岐阜で開催されたこの大会は、
ダンススポ－ツを国体の正式種目へとアピ－ルする目的で
開催された大会でもあり、8月の暑い中シニアⅠ～Ⅴなどの
熱戦が繰り広げられた。エントリ－数は延約390組で、北は
北海道から南は熊本県まで全国各地からのPD選手も含め
た参戦があり、また皆様ご存じのロペス（岸さん）と元フィギア
選手の村主組も参戦しており非常に盛り上がった大会でも
あった。団体表彰として神奈川県は総合5位の成績に輝い
た。個人戦では、St-Ⅴで河合組（DSC）、La-Ⅲで林組
（DSC）がそれぞれ優勝に輝いた。参加された選手の皆様、本当に暑い中お疲れ様でした。 （須田 幸彦）

2019 ダンスバスツアーを終えて
去る、10月27日（日）～28日（月）と恒例となった当県連盟のダンスツア－が場所を昨年の伊東から日光霧降に
移し行われた。今回バスツア－としては初めての計画で、何とバス3台総勢120名の参加者があり盛大なバスツ
ア－となった。出発は、横浜と川崎の2ヶ所より出発し、途中大谷資料館、翌日は日光東照宮を参拝、リンゴ狩り、
1日目ではダンスパ－ティ－と盛り沢山のツア－であった。 ダンスパーティ－は千葉県連盟さんと合同で開催
し、普段交流のない方々とのダンスで即
席コンペ、トライアルで更に交流を深めた
ひと時であった。一つ残念な事は紅葉に
は少し早かったが、食事も美味しく温泉と
満喫したツア－であった。そして早くも次
回のツア－のお誘いが近隣県外からあっ
たようで・・・無事何事もなく、皆様ご協力
ありがとうございました、そして大変お疲
れ様でした。 （実行委員長 須田幸彦）

加盟団体紹介
相模ダンススポーツ連盟の活動状況
昭和52年、厚木、伊勢原、長後、大和
ほかの8団体による「相模アマチュアダン
ス連合」として発足し、昭和、平成、令和
と3時代を歩んで早や43年となります、そ
の間、沢山の歴史が生まれ、ダンスを愛
する愛好家が増え、沢山の物語も生まれ
ました。

令和元年、9月現在は13サークルで会
員数は132名、選手登録91名の現況で
す。
主な年の行事としては年1回の「相模ダンススポーツ競技大会」を秦野市で開催し、その中に「相模カップ争奪
戦」「花岡杯争奪戦」を1年毎に組み込み、沢山の選手にエントリーして頂けるよう、努力しております。
又、その他の行事として、ダンス愛好家の高齢化にも配慮し大和市消防本部のご協力を得て大和スポーツセン
ターにてAEDによる救命講習会や、令和元年11月には元日本のトップ選手を講師にお招きして初級、中級ダン
ス講習会等も実施致します。
重ねてダンス愛好家の皆様に楽しんで頂けるようなフェスティバルも開催し、いつまでもダンスが踊れる喜びを
皆様が感じて頂けるよう、お手伝いをし、お仲間が増える事を願って日々努力しております。

サークル紹介
ダンススポーツ はなみずき（相模原市ダンススポーツ連盟）
結成してから１0年になります。会員は12名です。
中央区内公民館にて月2回金曜日の午後１時から午後3時
まで練習を行っています。
レッスン場所を確保するには大変苦労をします。
レッスンで踊れてもパーティーの経験が少ない方々が多く
て各サークルでも同じようです。
どこでも踊れることを目標に練習をします。
問合せ先 市原 090-4392-0476

ラヴリー湘南 （藤沢市ダンススポーツ連盟）
平成10年1月にサークルを結成、現在会員12名(男5名・女7
名)で活動しています。平均年齢77才ですが技術向上は勿
論、健康増進に汗を流し、最後にはお茶の時間を設けていま
す。和気あいあいの中楽しい話が弾み仲間の憩いの場でもあ
ります。活動は、前半スタンダード4種目、後半ラテン3種目を
踊り毎月重点項目を決めリズム・姿勢・ステップを柴田真理子
先生の下、指導を受けています。
活動場所 村岡公民館 月3回、火曜日・午前9:30～11:30迄

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/

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

■4月4日（土）9:30～19:00
第24回神奈川県ダンススポーツ選手権
横浜文化体育館

■1月19日（日）9：30～16：30
ダンス技術講習会＆ダンスフェスティバル
横浜市港南スポーツセンター

■1月12日（日）13：30日～16：00
ふれあいの集い
東町スポーツセンター

■5月20日（月）
神奈川県ダンススポーツ連盟総会
神奈川県民センター

■2月9日（日）
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

■1月12日（日）11：00～13：00
10ダンス講習会
東町スポーツセンター

■6月28日（日）
第3回神奈川県
ジュニアダンススポーツ大会
カルッツかわさき
＜ 川崎市ダンススポーツ連盟 ＞
http://kawasaki-dsf.jdsf.or.jp/

■3月28日（土）
春のダンスフェスティバル
相模原ギオンアリーナ

■3月14日（土）
第20回川崎市技術認定会
川崎市教育文化会館

■3月1日（日）
第49回相模ダンススポーツ競技大会
秦野市カルチャーパーク総合体育館

■4月25日（土）
第25回湘南DS連盟技術認定会
二宮町町民会館

■5月16日（土）
相模原市ダンススポーツ競技大会
相模原ギオンアリーナ
■5月30日（土）
中級ダンス技術講習会・ダンスの集い
相模原市立体育館

＜相模ダンススポーツ連盟 ＞
http://kanagawa.jdsf.or.jp/sagami/

■3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
■3月8日（日）13：00～15：00
10ダンス講習会
東町スポーツセンター

■4月9日～5月21日 毎週木曜日
市民初心者ダンス講習会
相模原市立体育館

■4月26日（日）
第86回川崎市ダンススポーツ競技大会
カルッツかわさき

■3月20日（金・祝）
第68回湘南ダンススポーツ競技大会
平塚市総合体育館

■2月16日（日）12：30～16：00
25周年ダンスフェスティバル
東町スポーツセンター

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

■1月18日（土）
2020年新春ダンスの集い
川崎市教育文化会館

＜ 湘南ダンススポーツ連盟 ＞
http://kanagawa.jdsf.or.jp/shonan/

■1月2６日（日）13：00～15：00
10ダンス講習会
東町スポーツセンター

■6月7日（日）
ベイサイドカップ争奪
横浜市ダンススポーツ大会
横浜市神奈川スポーツセンター

■3月29日（日）13：00～15：00
10ダンス講習会
東町スポーツセンター
■5月 予定
10ダンス講習会
東町スポーツセンター
■4月 5月 6月 予定
ふれあいの集い
東町スポーツセンター

＜ 鎌倉市ダンススポーツ連盟 ＞
http://kanagawa.jdsf.or.jp/kamakura/
■3月7日（土）9：00～19：00
第33回鎌倉市ダンススポーツ大会
鎌倉芸術館 小ホール
＜ 藤沢市ダンススポーツ連盟 ＞
http://www.jdsf.or.jp/kanagawa/
■1月11日（土）
大会前日催 ダンスフェスティバル
藤沢市秩父宮記念体育館

＜ DSC神奈川 ＞
http://kanagawa-dsc.jdsf.or.jp/
■1月4日（土）11：00～18：00
NEW YEAR DANCE FESTIVAL
鶴見区民文化センター
サルビアホール
■２月22日（土）18：00～
DSC神奈川 総会
神奈川県民センター

■1月12日（日）9:00～19:00
第18回藤沢市ダンススポーツ競技大会
藤沢市秩父宮記念体育館

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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