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祝辞

神奈川県知事 黒岩 祐治
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神奈川県ダンススポーツ連盟が、創立40周年を迎えられましたことを心よりお喜び申し上げ

ますとともに、貴連盟の輝かしい足跡を綴る記念誌が発刊されますことをお祝い申し上げま

す。

貴連盟は、昭和50年の設立当初から、本県におけるダンススポーツ競技の普及・振興を図

る中心的な団体として、各種フェスティバルの開催や初心者講習会等を通して、誰もが気軽

に楽しめる生涯スポーツとしてのダンススポーツの普及に大きな貢献をしてこられました。ま

た、各種競技会の開催、都道府県対抗全国大会への選手派遣など、競技スポーツとしての

様々な事業にも取り組んでこられました。

ダンススポーツの魅力を積極的に発信し、県民の誰もがダンススポーツに取り組めるための

環境づくりに貢献された歴代の役員をはじめ、会員の皆様の長年にわたる御尽力に深く敬

意を表します。

本県では健康寿命日本一をめざし、超高齢社会の到来というこれまで経験したことのない

急激な社会変化を乗り切るために、「食」、「運動」、「社会参加」から“未病を治す”取組みを

進めています。

高齢になっても誰もが生き生きと健康に暮らせる社会を実現するために、運動・スポーツを

楽しむことができる環境づくりはとても重要であり、人々がそれぞれのライフステージに応じて

楽しく取り組めるダンススポーツへの期待はますます強くなり、貴連盟の果たす役割もこれま

で以上に大きくなるものと考えております。

今後とも、本県におけるダンススポーツの普及・振興に御尽力いただくとともに、県民の皆

様の心身の健全な発達に向けた取組みにもお力添えを賜りますようお願い申し上げます。

結びに、創立40周年という節目を迎え、さらに力強く歩み出される貴連盟のますますの御

発展を心から祈念申し上げ、私のお祝いのことばといたします。



祝辞

神奈川県教育長 桐谷 次郎
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神奈川県ダンススポーツ連盟が創立40周年を迎えられたことを、心からお祝い申し上げま

す。また、ここに先人諸氏の輝かしい歩みを綴った記念誌が発刊されますことを、心からお

喜び申し上げます。

貴連盟は、昭和50年に発足して以来、市町村ダンススポーツ連盟や神奈川県体育協会等

と連携し、県民の皆様がそれぞれの興味や関心に応じてダンススポーツに取り組める環境

づくりに取り組んでこられました。各種競技会や技術認定会の開催は、競技者の方々にとっ

て、ダンススポーツに取り組む上での大きな目標となっており、初心者講習会やダンスフェス

ティバルの開催は、ダンススポーツの魅力を多くの県民に伝えることに寄与されています。こ

うした長年にわたる活動の積み重ねの結果、近年では性別や年代を問わず、多くの方々が、

それぞれの目的を持ってダンススポーツに親しめるようになってまいりました。

また、競技力向上のための継続的な取組みは、アジア競技大会への選手派遣や、都道府

県対抗全国大会における輝かしい実績に結びついており、県内でダンススポーツに取り組

む人々の範となっております。さらに、ジュニア育成事業を通して、連盟の将来の発展のた

めにも力を注がれています。

こうした貴連盟の様々な活動は、ダンススポーツの普及と県民の健康、生きがいづくりに大

きく貢献しており、仲野会長をはじめ、役員・会員並びに歴代役員の皆様に心から敬意を表

します。

スポーツへの志向が多様化・高度化する昨今、神奈川県教育委員会では、県民の皆様が、

いつでも、どこでも、だれでも、いつまでも、スポーツに親しむことのできる生涯スポーツ社会

の実現に向けた取組みをこれからも進めてまいります。

連盟の皆様には、今後とも、ダンススポーツの普及・振興を通して、生涯スポーツ社会の実

現を目指す県の取組みにお力添えを賜りますよう、お願い申し上げます。

結びに、貴連盟の今後ますますの御発展と、会員の皆様の御健勝、御活躍を心から祈念

して、お祝いの言葉とさせていただきます。



祝辞

会長 鴻 義久

公益財団法人 神奈川県体育協会
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神奈川県ダンススポーツ連盟が、ここに創立４０周年を迎えられましたことを心よりお祝い

を申し上げます。

未来は現在の上に、現在は過去の上に存在しています。輝かしい未来を築き上げるには

先人諸氏の業績をしっかりと把握・蓄積しておかなければなりません。貴連盟が今回の創

立４０周年に際し、記念誌を発刊されますことは、まさに本県ダンススポーツの発展の礎石

として愛好者の良き指針となり、大変有意義なことと存じ、関係各位のご熱意に深く感謝の

意を表する次第です。

貴連盟は神奈川県社会人ダンス連盟として都道府県連盟の先陣を切って創設され、県

内の複数の組織を統括し本県ダンススポーツの普及・振興に中心的な役割を果たしてこら

れました。

特に、本会への仮加盟から新規加盟に至る過程での普及・振興を目指した地道な活動に

より、その活動の幅が広がり、飛躍的な躍進を果たされました。

本会といたしましてもスポーツ教室として、ダンススポーツ教室を長く開催し、県民への普

及・振興を図っておりますが、貴連盟の更なるお力添えを賜りますようお願い申し上げます。

結びに、創立４０年という大きな節目を迎え、先人の足跡を見つめなおし、さらに力強く歩

み出そうとなさる貴連盟の飛躍と発展を心からご期待申し上げると共に記念誌の発刊にご

尽力くださいました関係各位に対し、深く敬意を表して、お祝いの言葉といたします。



祝辞

神奈川県ダンススポーツ連盟の創立40周年記念祝賀会がこのように盛大に開催されま

すことを心からお慶び申し上げます。

神奈川県ダンススポーツ連盟は昭和50年に全国初の都道府県連盟として設立され、そ

の後すぐに、当連盟の前身である日本アマチュアダンス協会の設立につながっていくとお

聞きしました。

そして、わが国ダンススポーツ界の草分けとして、その黎明期に幾多の困難を克服して

活動され、以来40年間当連盟の重要なパートナーとして、ダンススポーツの普及振興に大

きく貢献されてきましたことは、過去の役員の皆様、そして現在の仲野会長をはじめとする

役員と会員の皆様の献身的なご努力の賜物と敬意を表するとともに、その活動が40周年を

迎えられたことにお祝いを申し上げたいと思います。

当連盟も他のスポーツ団体と同様にわが国の高齢化社会進行の中で、会員の高齢化、

会員人口の減少という大きな難問を抱えています。

その中で、従来の枠を超えて他のダンス界との連携、若者に対するダンスへの回帰活動

など新たな試みを進めています。

そして、2020年東京オリンピック・パラリンピックへの新実施競技にダンススポーツを加え

るように立候補することを決めました。オリンピック参加は設立以来の当連盟の大目標です

が、上部団体である世界ダンススポーツ連盟と緊密に連携して実現をめざして運動を進め

てまいります。オリンピックの場で当連盟の選手が活躍できるようユース・ジュニア選手の国

際競技力の強化にも注力していきます。

神奈川県ダンススポーツ連盟のおいては、これからも以前にも増して当連盟とともにダン

ススポーツの発展のために、邁進していただきたいと願っております。

最後になりましたが、神奈川県ダンススポーツ連盟のますますのご発展と、役員はじめ会

員の皆様のご健勝を祈念申し上げ、お祝いの言葉とさせていただきます。

会長 齊藤 斗志二

公益社団法人 日本ダンススポーツ連盟
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ご挨拶

本日は本連盟の創立40周年記念祝賀会にあたりまして、神奈川県知事、神奈川県教

育長、公益財団法人神奈川県体育協会、公益社団法人日本ダンススポーツ連盟ならび

に関係各位のご臨席を賜るなかで、このように盛大な祝賀会が開催できましたことを心か

ら感謝し、厚く御礼申し上げます。

今からちょうど40年前の1975年（昭和50年）、前身である神奈川県社会人ダンス連盟が

わが国の都道府県連盟の先頭を切って設立され、これが本連盟としての活動のスタートと

なりました。

引き続いて東京都社会人ダンス連盟が設立され、そしてすでに発足していた全日本学

生舞踏連盟（学連）、アマチュア全国選手会および 当時はまだ東京、神奈川だけだった

社会人ダンス連盟の三者が一体となって日本アマチュアダンス協会（JADA、現日本ダン

ススポーツ連盟JDSFの前身）の創設という大きな流れに結集することになりました。

40年前、今とは比較にならない厳しい環境の中で、わが国アマチュアダンスの普及を

めざして志高く多くの難関に挑戦し乗り越えてきた本連盟諸先輩の労苦を思うとき、あらた

めて尊敬と感謝の念を禁じえません。

本日、夢と理想の実現に向かって進んできた本連盟の新たな出発の日を迎えることが

できましたことは、40年間の活動を支えてきた歴代役員、加盟団体役員、会員一人一人

の願いと力、そしてそれを支えていただいた外部の皆様の温かいご支援の賜物といって

も過言ではありません。

40年の時間を経て今日、本連盟を含めてダンススポーツは新たな挑戦すべき目標を抱

えています。

それは40年来の変わらぬ目標であるオリンピック参加・国体参加、そしてわが国高齢化

社会の到来とともに会員の高齢化・会員数の減少という難問です。

これらは大きな課題ですが、過去40年間の幾多の難関への挑戦と克服を考えるとき、

必ず達成できる課題だと思います。本連盟は、上部組織日本ダンススポーツ連盟と一体

になって、次なる目標に向かって更なる努力をしてまいりたいと存じます。

本日ご臨席いただきましたご来賓をはじめ会員の皆様には、今後とも本連盟の活動に

対しまして何卒ご理解とご協力を賜り、今後ともご支援いただきますよう重ねてお願い申し

上げます。

本日は誠にありがとうございました。

会長 仲野 巽

神奈川県ダンススポーツ連盟
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神奈川県ダンススポーツ連盟の概要

普及・会員拡大に関する企画,
推進

学校教育に関する事項に
ついて企画・検討・推進

神奈川県ダンススポーツ連盟は、公益社団法人日本ダンススポーツ連盟の加盟団体として、
神奈川県のダンススポーツの統一組織として、ダンススポーツの振興を図り、県民の心身の健全
な発達に寄与することを目的として活動しています。

現況 （平成26年10月31日現在）

会員数： 4,092名 （全国第2位）

選手数： 2,357名
ジュニア登録数： 122名 （全国第1位）

登録サークル数： 177

加盟団体数： ９団体 （川崎市ダンススポーツ連盟、相模ダンススポーツ連盟、
湘南ダンススポーツ連盟、横浜市ダンススポーツ連盟、
相模原市ダンススポーツ連盟、鎌倉市ダンススポーツ連盟、
藤沢市ダンススポーツ連盟、厚木市ダンススポーツ連盟、神奈川県DSC）

主催競技会・イベントの企画,
実施

組織委員会

体協委員会

各実行委員会

学校教育検討委員会

競技部

採点管理部

登録管理部

指導部

技術認定部

事業部

広報部

ジュニア育成部

県内公認競技会の承認・管理

競技会の採点管理および運営

JDSF会員の登録および管理

公認指導員講習会の企画・実施

技術認定会の企画・実施

ダンス関連用品の販売・管理および
各種イベントの企画・実施および支援

広報誌の発行、ホームページの運用、
電子化の推進

ジュニア会員の発掘・育成に関わる
企画・実施

組織運営に関わる事項につ
いて検討・提言

神奈川県体育協会への参画

公益社団法人 日本ダンススポーツ連盟

神奈川県ダンススポーツ連盟

総会

理事会 監事

常務理事会

事務局

公益財団法人 神奈川県体育協会

会員拡大委員会

神奈川県ダンススポーツ連盟の組織
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４０年のあゆみ

[神奈川県社会人アマチュアダンスサークル連盟]

年号 西暦 上段：　おもな競技会 開催日 開催場所

下段：　おもな出来事

昭和50年 1975

◆神奈川県社会人アマチュアダンスサークル連盟が創立され、鈴木清氏が初代会長に就任

昭和52年 1977 神奈川県大会（創立記念大会） 5月30日  川崎労働福祉会館

第1回神奈川県大会 9月11日  大和市立林間小学校

昭和53年 1978 第2回神奈川県大会 3月19日  川崎労働福祉会館

第3回神奈川県大会 10月1日  神之木台青少年会館

昭和54年 1979 第4回神奈川県大会 3月18日  座間福祉会館

第5回神奈川県大会 11月4日  厚木中学校

昭和55年 1980 第6回神奈川県大会 3月30日  紅葉坂青少年会館

第7回神奈川県大会 10月5日  相模原市立体育館

◆プロ団体が主催する競技会に参加するアマチュア選手が日本アマチュア競技連盟（LACD)を設立

昭和56年 1981 第1回三笠宮杯（テンカップ） 2月8日  川崎市中小企業福祉会館

第8回神奈川県大会 3月22日  富士電機体育館

◆三笠宮両殿下のご臨席のもと名誉ある第1回三笠宮杯が開催される

昭和56年 1985 第9回神奈川県大会 10月11日  富士電機体育館

昭和57年 1982 第10回神奈川県大会 3月21日  相模原市立体育館

昭和58年 1983 第11回神奈川県大会 4月17日  川崎市多摩市民館

昭和59年 1984 第12回神奈川県大会 3月11日  旭硝子京浜体育館

昭和60年 1985 第13回神奈川県大会 3月31日  厚木中学校体育館

文部大臣杯争奪　関東社会人スポーツダンス大会 11月23日  戸田市スポーツセンター

◆地区別対抗戦に神奈川県Aチーム、Bチームが出場

昭和61年 1986 第14回神奈川県大会（創立10周年記念大会） 3月23日  横浜市立戸塚小学校体育館

昭和62年 1987 第15回神奈川県大会 4月5日  戸塚　日立体育館

昭和63年 1988 第16回神奈川県大会 4月17日  大和市立渋谷小学校

第17回神奈川県大会 10月2日  川崎市立幸スポーツセンター

平成1年 1989 第18回神奈川県大会 3月1日  チサンホテル湘南

第19回神奈川県社会人ダンス連盟競技大会 10月15日  大和市立林間小学校体育館

文部大臣杯争奪　関東社会人スポーツダンス大会 11月23日  水戸市民体育館

◆神奈川県選手チームはバス1台にて水戸市の会場へ参戦

平成2年 1990 第20回記念 神奈川県社会人ダンス連盟競技大会 5月20日  関東郵政局体育館

第21回 神奈川県社会人ダンス連盟競技大会 11月11日  チサンホテル湘南

平成3年 1991 第22回 神奈川県社会人ダンス連盟競技大会 4月14日  大和市立林間小学校体育館

第23回 神奈川県社会人ダンス連盟競技大会 10月20日  横浜市保土ヶ谷スポーツセンター
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４０年のあゆみ

[神奈川県社会人ダンス連盟]

年号 西暦 上段：　おもな競技会 開催日 開催場所

下段：　おもな出来事

平成4年 1992 第24回神奈川県社会人ダンス連盟競技大会 10月18日  川崎市民プラザ

平成5年 1993 第25回神奈川県社会人ダンス連盟競技大会 10月31日  明治ゴム化成

平成6年 1994 第26回神奈川県社会人ダンス連盟競技大会

平成7年 1995 第27回神奈川県社会人スポーツダンス競技大会 11月26日  川崎市とどろきアリーナ

◆第24回東関東アマチュアスポーツダンス大会として、8月、川崎市とどろきアリーナにおいて、周防正行監督に

　よる「Shall we ダンス？」の撮影が行われる。神奈川県連盟から多くの会員が選手、観客としてエキストラ参加

平成8年 1996 第1回神奈川県スポーツダンス選手権大会 12月8日  川崎市とどろきアリーナ

[神奈川県社会人アマチュアダンス協会]

年号 西暦 上段：　おもな競技会 開催日 開催場所

下段：　おもな出来事

平成9年 1997 第2回神奈川県スポーツダンス選手権大会 11月2日  横浜文化体育館

◆神奈川県社会人ダンス連盟と日本アマチュア競技連盟（LACD）神奈川県支部の合併により神奈川県社会人

　アマチュア協会が設立される。川崎市ダンススポーツ連盟、相模ダンススポーツ連盟、湘南ダンススポーツ連盟、

　横浜市ダンススポーツ連盟、神奈川県DSCの5団体が加盟団体となる

平成10年 1998 全日本10ダンス＆シニア選手権大会 8月9日  川崎市とどろきアリーナ

(ジュブナイル・ジュニア選手権)

第3回神奈川県スポーツダンス選手権大会

[神奈川県ダンススポーツ連盟]

年号 西暦 上段：　おもな競技会 開催日 開催場所

下段：　おもな出来事

平成11年 1999 第4回神奈川県ダンススポーツ選手権大会 12月19日  南足柄体育センター

◆1999年2月7日の日本ダンススポーツ連盟設立に伴い神奈川県社会人アマチュア協会は神奈川県ダンス

　スポーツ連盟となる。

平成12年 2000 第5回アジア選手権大会 9月3日  川崎市とどろきアリーナ

第5回神奈川県ダンススポーツ選手権大会

◆神奈川県体育協会に仮加盟。記念祝賀ダンスパーティを8月19日、新横浜プリンスホテルにおいて開催

平成14年 2002 第6回神奈川県ダンススポーツ選手権大会 9月23日  川崎市とどろきアリーナ

平成15年 2003 第7回神奈川県ダンススポーツ選手権大会 9月7日  川崎市とどろきアリーナ

第11回都道府県対抗　全国ダンススポーツ大会 in 神奈川　 11月24日  横浜文化体育館

神奈川県シルバー選手権大会 12月20日  相模原市北総合体育館

◆地元神奈川県で開催された都道府県対抗戦において神奈川県が優勝

◆相模原市ダンススポーツ連盟が神奈川県ダンススポーツ連盟に加盟

平成16年 2004 第8回神奈川県ダンススポーツ選手権大会

◆神奈川県ダンススポーツ連盟主催ダンススポーツフェスティバルが1月31日横浜プリンスホテル磯子において

　開催される。

◆鎌倉市ダンススポーツ連盟および藤沢市ダンススポーツ連盟が神奈川県ダンススポーツ連盟に加盟

平成17年 2005 第9回神奈川県ダンススポーツ選手権大会 7月3日  平塚アリーナ
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４０年のあゆみ

[神奈川県ダンススポーツ連盟] 　

年号 西暦 上段：　おもな競技会 開催日 開催場所

下段：　おもな出来事

平成18年 2006 第10回神奈川県ダンススポーツ選手権大会 7月2日  藤沢市秩父宮記念体育館

◆神奈川県体育協会に正加盟。創立30周年記念パーティが11/11大桟橋ホールにおいて開催される

平成19年 2007 第11回神奈川県ダンススポーツ選手権大会 4月8日  神奈川県立体育ｾﾝﾀｰｽﾎﾟｰﾂｱﾘｰﾅ

平成20年 2008 第12回神奈川県ダンススポーツ選手権大会 4月6日  神奈川県立体育ｾﾝﾀｰｽﾎﾟｰﾂｱﾘｰﾅ

(社)日本ダンススポーツ連盟　第10回東部ブロック選手権大会 11月2日  藤沢市秩父宮記念体育館

◆東部ブロック対抗戦において神奈川県が優勝

平成21年 2009 第13回神奈川県ダンススポーツ選手権大会 4月5日  神奈川県立体育ｾﾝﾀｰｽﾎﾟｰﾂｱﾘｰﾅ

◆ダンススポーツの普及と会員拡大を目的に友の会が発足

平成22年 2010 第14回神奈川県ダンススポーツ選手権大会 4月4日  神奈川県立体育ｾﾝﾀｰｽﾎﾟｰﾂｱﾘｰﾅ

平成23年 2011 第15回神奈川県ダンススポーツ選手権大会 5月14日  川崎市とどろきｱﾘｰﾅ ﾒｲﾝｱﾘｰﾅ

平成24年 2012 第16回神奈川県ダンススポーツ選手権大会 4月8日  神奈川県立体育ｾﾝﾀｰｽﾎﾟｰﾂｱﾘｰﾅ

平成25年 2013 第17回神奈川県ダンススポーツ選手権大会 4月7日  神奈川県立体育ｾﾝﾀｰｽﾎﾟｰﾂｱﾘｰﾅ

◆厚木市ダンススポーツ連盟が神奈川県ダンススポーツ連盟に加盟。加盟団体は9団体となる。

平成26年 2014 第18回神奈川県ダンススポーツ選手権大会 4月6日  藤沢市秩父宮記念体育館

◆長崎県にて開催の都道府県対抗戦において神奈川県が総合優勝

平成27年 2015 第19回神奈川県ダンススポーツ選手権大会（予定） 4月5日  相模原市総合体育館
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神奈川県ダンススポーツ連盟創立４０周年にあたり、功労表彰された三名の方々を
紹介し、改めてその功績をたたえ感謝の意を表します

仲野 巽

◆ 神奈川県ダンススポーツ連盟 会長
◆ 日本ダンススポーツ連盟 理事

2003年より現在まで１１年間にわたり神奈川県
ダンススポーツ連盟の会長として連盟の発展に
貢献されました

安田 輝子

◆ 神奈川県ダンススポーツ連盟 副会長
◆ 川崎市ダンススポーツ連盟 会長

2009年より現在まで6年間にわたり神奈川県ダンス
スポーツ連盟の副会長として連盟の発展に貢献
されました

森木 行徳

◆ 神奈川県ダンススポーツ連盟 副会長
◆ 日本ダンススポーツ連盟 監事

2001年より現在まで14年間にわたり神奈川県ダンス
スポーツ連盟の副会長として連盟の発展に貢献
されました

神奈川県ダンススポーツ連盟

功労表彰者の紹介
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神奈川県教育委員会

平成２６年度体育功労者、優秀選手賞受賞者の紹介

平成27年1月10日、神奈川県庁本庁舎大会議場において神奈川県のスポーツ振興に功
績のあった個人、団体に贈られる「県体育功労者」と国内外の競技会で優秀な成績を収め
た選手、団体をたたえる「県スポーツ優秀選手」の表彰式が、県議会議長、文教委員長、
県体育協会長、のご臨席、そして教育長、教育委員長のご列席のもと執り行われました。

体育功労者

優秀選手賞

◆◆ ダンススポーツをもって地域社会に貢献したことをたたえられ受賞 ◆◆

仲野 巽 神奈川県ダンススポーツ連盟会長
早﨑 義仁 川崎市ダンススポーツ連盟 副会長 （県連監事）

◆◆ 内閣総理大臣賞争奪 第２２回都道府県対抗全国ダンススポーツ大会
in 長崎 都道府県対抗団体戦 優勝 ◆◆

神奈川県チーム16名
監督兼選手 佐々木 孝一郎
選手 正田 守、正田 美樹、佐々木 弘美、村川 明、村川 絢子

磯貝 英夫、磯貝 貴美子、ジェネシス・マニーゴ、上田 悦子
林 崇徳、林 世子、近藤 正美、平田 喜美代、長嶋 善哉、
目時 玲奈

過去の受賞者

平成21年度 安田輝子 県連副会長 （川崎市ダンススポーツ連盟会長） 功労賞受賞
（ダンススポーツ連盟の名のもと県下41名受賞者代表となる）

平成22年度 アジア大会の優秀選手として小嶋みなと・盛田めぐみ組（県DSC） 受賞
平成23年度 長年の苦労が認められ森木行徳 県連副会長（県DSC） 功労賞受賞
平成24年度 川崎市ダンススポーツ連盟 笹井静恵 常務理事 功労賞受賞
平成25年度 厚木市ダンススポーツ連盟 桜田工 会長 功労賞受賞
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神奈川県ダンススポーツ連盟

特別表彰者の紹介

種別 受賞者氏名 所属団体 受賞要件

団体 　神奈川県DSC
神奈川県ダンススポーツ連盟への役員、その他の派遣、また主
要な競技会への選手派遣など、組織運営およびダンススポー
ツの普及と技術向上に多大な貢献をされました

個人 　安田輝子 川崎
JADAの時代から競技会一筋、裏方で競技会を支え、また後進
の育成に注力されました。県下女性初めての会長職役員として
女性への道を開きダンススポーツの発展に寄与されました

個人 　嶋田洋子 相模
相模ダンススポーツ連盟会長、神奈川県ダンススポーツ連盟の
常務理事を務め、その間、会計担当、指導部担当と、永きにわ
たりダンススポーツの発展に多大な貢献をされました

個人 　中塚厚生 湘南
湘南ダンススポーツ連盟会長、神奈川県ダンススポーツ連盟の
常務理事を務め、ダンススポーツの普及と会員拡大において多
大な功績がありました

個人 　竹島弘幸 横浜
横浜市社会人ダンス連盟会長、横浜市スポーツダンス協会理
事長、横浜市ダンススポーツ連盟会長として横浜市体育協会
への加盟、横浜市各区の組織化など多大な貢献をされました

個人 　岡本寿一 相模原
相模原市ダンススポーツ連盟の会長として連盟の運営に携わ
り、また県連盟の常務理事として会員拡大、技術認定会の運営
に携わり連盟の発展にて多大な貢献をされました。

個人 　田代晃久 鎌倉
神奈川県ダンススポーツ連盟常務理事・競技部長として、また
鎌倉市ダンススポーツ連盟会長として組織の運営やダンスス
ポーツの普及、発展に貢献されました

個人 　柴田真理子 藤沢

平成13年4月、藤沢市連盟設立と同時に現在まで会長。市体協加

盟、平成16年4月県連に加盟。県連事務局長、ジュニア育成部長、

指導部長。本部派遣として関東甲信越運営委員会、ジュニア育成

部、指導部、学校教育検討委員会にて活動中

個人 　桜田工 厚木
厚木市ダンススポーツ連盟会長、神奈川県ダンススポーツ連盟
の常務理事を務め、ダンススポーツの普及と会員拡大において
多大な功績がありました

個人 　磯貝英夫 川崎
若い時から採点管理をはじめ全ての仕事に精通し、現在は県
採点管理部長、川崎市連盟副会長として県内外の信頼厚く、
県下の競技会をはじめ、様々な事業に多大な貢献をされました

個人 　長野正和 相模
平成16年より相模連盟の副会長、平成24年より相模連盟の事
務局と登録管理業務を兼任し、また県連常務理事として日々、
相模連盟および県連盟の発展に寄与されました

個人 　正根志津子 湘南
湘南ダンススポーツ連盟副会長、神奈川県ダンススポーツ連盟
の常務理事、会計部長を務め、ダンススポーツの普及と会員拡
大において多大な功績がありました

個人 　力石英明 横浜
青葉区ダンススポーツ連盟、横浜市スポーツダンス協会の会
長、統合後の横浜市ダンススポーツ連盟の相談役として17年
間にわたり市内のダンススポーツの発展に寄与されました

個人 　佐賀美三吉 相模原
相模原市ダンススポーツ連盟設立時から副会長として連盟の
運営に携わり連盟の発展に寄与、公認、承認競技会において
も責任者として多大な貢献をされました。

個人 　林由紀雄 鎌倉
旧鎌倉市ダンス協会発足当時から20年以上役員として活動さ
れＪＡＤＡ時代に採点管理長の資格も取得し、裏方の仕事を地
道にこなし新人の育成にも寄与されました

個人 　隅田雄一 藤沢
藤沢市連盟の設立に尽力し副会長兼事務局長を務め、神奈
川県事務局長兼関東甲信越運営委員として公益社団法人移
行に伴う規約改正並びに厚木市連盟加盟を担当されました

個人 　岸昭広 厚木
厚木市アマチュアダンス協会会長の補佐役として18年間の実
績と連盟加入後も厚木市連盟の常務理事として信望も厚くダン
ススポーツの指導者として発展に貢献されました
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公益財団法人 神奈川県体育協会創立７５周年記念事業
表彰者の紹介

種別 受賞者氏名 所属団体 受賞要件

　県体育協会会長推薦 　仲野巽 横浜

神奈川県ダンススポーツ連盟の会長として11年間、神
奈川県体育協会理事を6年間勤め組織の確立と拡
大、ダンススポーツの普及と発展に貢献するとともに神
奈川県のスポーツ振興に貢献しました。

　別枠ダンススポーツ連盟
推薦

　森木行徳 DSC

神奈川県ダンススポーツ連盟の副会長として14年間
組織の運営の傍ら、また県体育協会が主催するダンス
スポーツ教室の講師としてダンススポーツの普及と技
術指導において多大な貢献がありました。

同上 　安田輝子 川崎

神奈川県ダンススポーツ連盟の副会長、川崎市ダンス
スポーツ連盟の会長として長年、組織の運営に携わる
とともに、競技部門のスペシャリストとしてダンススポー
ツの普及と発展に多大な貢献がありました。

同上 　柴田真理子 藤沢

藤沢市ダンススポーツ連盟会長、現在は神奈川県ダン
ススポーツ連盟の事務局長として、またジュニアの育
成や指導部門を担当するなど組織運営の傍ら、ダンス
スポーツの普及と発展に多大な功績がありました。

同上 　岡本寿一 相模原
相模原市ダンススポーツ連盟会長、神奈川県ダンスス
ポーツ連盟の常務理事を務め、ダンススポーツの普及
と会員拡大において多大な功績がありました。

同上 　須田幸彦 DSC

神奈川県ダンススポーツ連盟の監事及び常務理事と
して18年間、組織運営に携わるとともにダンススポーツ
の普及とダンス技術の向上に多大な功績がありまし
た。

同上 　磯田一夫 横浜

神奈川県ダンススポーツ連盟の副会長、横浜市ダンス
スポーツ連盟の会長を務め、その間、横浜市体育協会
への加盟に尽力しました。現在は事業部門を担当しダ
ンススポーツの普及活動に寄与しています。

同上 　吉岡昇治 横浜

神奈川県ダンススポーツ連盟の常務理事として広報部
門を担当し広報誌の発行やホームページの開設、また
横浜市ダンススポーツ連盟の会長を7年間務めダンス
スポーツの発展と組織拡大に寄与しました。

同上 　林峯之 DSC

神奈川県ダンススポーツ連盟の監事として6年、また神
奈川県体育協会が主催するダンススポーツ教室にお
いて8年間にわたり講師を務めダンススポーツの普及と
技術の向上に寄与しました。

同上 　早﨑義仁 川崎
神奈川県ダンススポーツ連盟の常務理事そして監事、
川崎市ダンススポーツ連盟の副会長として組織の運営
およびダンススポーツの発展に寄与しました。
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神奈川選手権

神奈川県最高峰の選手権戦。
1996年に第１回大会が開催され、
近隣からも多くの強豪が集います。

初代チャンピオン 中西剛・えり奈組
とどろきアリーナ (1996/18/8)

第9回大会 ひらつかアリーナ （2005/7/3）

第6回大会 とどろきアリーナ (2002/9/23)

第10回大会 団体戦
秩父宮記念体育館（2006/7/2））

第16回大会 会場風景 県立体育センター (2012/4/8)

懐かしの写真集
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第18回大会 秩父宮記念体育館 （2014/4/6） 選手権入賞者

常勝 小嶋みなと・盛田めぐみ組

第17回大会 県立体育センター （2013/4/7） 団体戦

第16回大会 県立体育センター （2012/4/8）

サークル
対抗戦

ジュニア選手権
サークル対抗戦

芸能人ペアが１級戦ラテンに参加
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都道府県対抗戦・
関東甲信越（旧東部）ブロック対抗戦 県内トップクラスの選手を派遣する２つの対抗戦。

都道府県対抗戦は1993年から、ブロック対抗戦は
1999年から開催。ズバリ、ライバルは東京都!!

IDSFグランドスラムファイナルに
併催された大会
豪華なフロアでの競技に感激大

2008 都道府県対抗 総合優勝
高輪プリンスホテル 飛天の間
(2008/11/24)

2003 都道府県対抗 総合優勝
横浜文化体育館 (2003/11/24)

2008 東部ブロック 総合優勝
秩父宮記念体育館(2008/11/2)

2010 東部ブロック 総合優勝
笠松運動公園 (2010/11/21)

18



内閣総理大臣賞

総合優勝発表の瞬間

2014 都道府県対抗 総合優勝 諫早市 (2014/11/9)

2012 都道府県対抗 総合2位 岐阜市 (2012/11/4)

2013 都道府県対抗 総合2位 東京 (2013/10/6)
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ダンスフェスティバル・記念パーティ

30周年記念パーティ大桟橋ホール（2006/11/11）

大ダンスフェスティバル 横浜プリンスホテル （2004/1/31）

久保田組 石原・斉藤組

社会人ダンス連盟ダンスパーティ （2004/8/29）

20周年記念祝賀会

20



神奈川県大ダンスフェスティバル 2009年8月に第1回目、以来毎年開催
午前はトップ選手 or プロによる講習会、
午後は大舞踏会。第2回 横浜文化体育館 （2010/8/21) 

檜山浩治・公美子組による講習会

ジュニアチームも活躍

大人も、
「子どもダンス運動」

第5回 神奈川スポーツセンター （2014/1/13）

第6回 鶴見サルビアホール （2014/9/27） 講師の谷堂誠治・恵美組を囲んで

講師の河原央・新井いずみ 組
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ねんりんピック

2011年熊本 相模原市チーム

シニアの祭典であるねんりんピック。
2002年の福島大会に神奈川県と
川崎市が初参加、その後、横浜市、
相模原市も参加しました。

2004年群馬大会

2004年 群馬大会 川崎市チーム

2011年熊本 横浜市チーム

2014年栃木 神奈川県チーム

2014年栃木 川崎市チーム
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国民文化祭 やまなし2013 2013年のねんりんピック高知はダンス
スポーツは未実施。
そこで山梨県で開催された国民文化祭に
神奈川県から多数の選手が参加。開会式 甲斐市 (2013/9/29) 

相模原市ジュニアチーム

神奈川県混成チーム

さながら大ダンスツアー

鎌倉市チーム

川崎市チーム

湘南チーム
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第3回 東京大会 （2008/8/3）

その他のジュニアたちの活躍

オールジャパン・ジュニア・ダンススポーツカップ

第7回 茨城大会で活躍する神奈川の
ジュニアたち （2012/8/12）

2006年からジュニアの祭典として
各地で開催されている。
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三笠宮杯では子どもダンス運動大会が
披露されており、毎年神奈川から参加
していた。

ロシアのジュニアと神奈川県のジュニア ↓→

学校教育

沼間中学校での教育 (2011年)

沼間中学校の生徒と (2011年） 逗子沼間愛児園 (2011年)

三笠宮杯でのジュニア

神奈川県のジュニアチーム

中学校教育で「ダンス」が
必修となり、その中で
「ダンススポーツ」の教育
も始まった。

ロシア交流会 (2008/8/5)
江の島花火大会を浴衣で見物



ダンスツアー・ダンス旅行

2013年6月 熱海ニューフジヤホテル このときは、A級選手のコーチングあり

くつろいだ２次会

2010年6月に県連盟主催のダンスツアーを
開催。以降恒例行事となる。
主な会場：熱海ニューフジヤホテル

冬の日光霧降(2012/12/9) 東京都、千葉県と合同で

雪の中のトロッコ列車
これぞ粋狂の極み

団長のオリエンテーション バイキング会場
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シニア層のための競技会として、シルバースター
大会、シニアフェスタ等のイベントが行われた。
現在でも、シニアを対象とした大会が数多く開催
されている。

シニアフェスタ・シルバースター競技会

正田守・正田美樹 組

2008 シルバースター （2008/1/27）

シニアの活躍

WDSFオープン シニアⅣ 優勝 岡本頼明・昭子組
スペイン マヨルカ (2014/4/26)

全日本選手権ミドルシニアで活躍した神奈川の3組 (2013/3/9)

2008 シルバースター （2008/12/14）

田中秀一・雅代 組 大手俊幸・真美 組

ファイナリストとして活
躍してきた和智組の
最後の東京オープン
を終えて
(2012/3/11)

和智健郎・喜理子組

2013 シニアフェスタ団体戦
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技術認定会、技術認定講習会
ダンスの技術向上の道しるべとして、
発足した技術認定制度。
たくさんの方々が経験を積んで、
認定資格を取得している。

第１回認定会 (2003/5/4) 当時は「基礎技能認定会」

技術認定講習会 フォーラム南太田 （2013/5/15）
講師は菅野幸則・直子組

認定会 (2012/8/5) 

リーダースキャンプ

連盟の役員が、様々な課題について
合宿でディスカッションを行っています。

湘南国際村
（1999) →

2014年 マホロバマインズ三浦 （2014/2/4)

鎌倉認定会の役員 (2005/1/31) 

2015年 銚子市犬吠埼 （2015/1/17)

28



ダンス？Shall we
1996年公開 周防監督の作品。この映画がブレークしダンスが
ブームに。 前年8月とどろきアリーナにて「第24回 東関東アマ
チュアスポーツダンス大会」の撮影が行われる。
神奈川県連盟の多くの会員が、選手、観客としてエキストラ参加。

第27回神奈川県社会人スポーツダンス競技大会
フォーメーション戦 （1995/11/26） とどろきアリーナ
優勝は保土ヶ谷ステップフェロースポーツダンスクラブでした

芸能人社交ダンス部と競演 (2005年 ベイサイド杯）

帰り来ぬ青春
（現 柴田事務局長の華麗な舞）

昔懐かしい膝丈のドレス あれ! 仲野会長に似ているような!!

あら 懐かしい!!

（1980年） （1985年）
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歴代役員

 神奈川県社会人ｱﾏﾁｭｱﾀﾞﾝｽｻ-ｸﾙ連盟

名誉会長・役員

相談役

相談役

相談役

会　 長 鈴木　　清 川崎 鈴木　清 川崎 鈴木　清 川崎 鈴木　清 川崎 鈴木　清 川崎 鈴木　清 川崎

副会長 山口　直樹 横浜 山名　勇 横浜 荻原　忠次 川崎 荻原　忠次 川崎 荻原　忠次 川崎 荻原　忠次 川崎

副会長 勝原　幸雄 相模 勝原　幸雄 相模 多田　義行 相模 多田　義行 相模 多田　義行 相模 多田　義行 相模

副会長

副会長

理事長 庄司　満義 横浜 三浦　利彦 横浜 三浦　利彦 横浜 三浦　利彦 横浜

副理事長 林　　 敏治 相模

事務局長 山名　勇 横浜 菅原　秀明 横浜 菅原　秀明 横浜 菅原　秀明 横浜 林　　 敏治 相模

事務局長

副事務局長 庄司　満義 ★ 横浜 駒井　三雄 横浜 三浦　利彦 横浜

副事務局長

常務理事 菅原　秀明 横浜 山口　直樹 横浜 山口　直樹 横浜 山口　直樹 横浜 山口　直樹 横浜 山口　直樹 横浜

常務理事 駒井　三雄 横浜 荻原　忠次 川崎 勝原　幸雄 相模 吉田　典昭 川崎 吉田　典昭 川崎 駒井　三雄 横浜

常務理事 荻原　忠次 川崎 三浦　利彦 横浜 駒井　三雄 横浜 高柳　義治 相模 沢　菊一郎 相模 吉田　典昭 川崎

常務理事 三浦　利彦 横浜 林　　 敏治 相模 斉藤　誠一 川崎 磯　　 隆司 川崎 本間　孝子 横浜 沢　菊一郎 相模

常務理事 林　　 敏治 相模 多田　義行 相模 吉田　典昭 川崎 平尾　幸子 川崎 石原　知行 横浜 本間　孝子 横浜

常務理事 多田　義行 相模 斉藤　誠一 川崎 高柳　義治 相模 座間　和夫 相模 野村　進 川崎

常務理事 大木　和夫 相模 松沢　雄一 横浜

常務理事 磯　　 隆司 川崎

常務理事 平尾　幸子 川崎

常務理事 鈴木　元也 横浜

常務理事

常務理事

常務理事

常務理事

常務理事

常務理事

会計監査 菅原　秀明 横浜 菅原　秀明 横浜

1981年
S 50‐51年 S 52年 S 53年 S 54年 S 55年 S 56年
1975‐76年 1977年 1978年 1979年 1980年

歴代会長

鈴木 清 吉田 典昭 佐々木 勇美 岡本 一男多田 義行 山口 剛 浅野 晨二 仲野 巽

（1975 –1985） （1986） （1987–1991） （1992 –1994） （1995 –1996） （1997） （1998 –2002） （2003 –現在 ）



歴代役員

 神奈川県社会人ｱﾏﾁｭｱﾀﾞﾝｽｻ-ｸﾙ連盟

名誉会長・役員

相談役 鈴木　清 川崎 鈴木　清 川崎

相談役 吉田　典昭 川崎

相談役

会　 長 鈴木　清 川崎 鈴木　清 川崎 鈴木　清 川崎 鈴木　清 川崎 吉田　典昭 川崎 多田　義行 相模

副会長 吉田　典昭 川崎 吉田　典昭 川崎 吉田　典昭 川崎 吉田　典昭 川崎 多田　義行 相模 佐々木勇美 川崎

副会長 多田　義行 相模 多田　義行 相模 多田　義行 相模 多田　義行 相模 石田　正雄 横浜 石田　正雄 横浜

副会長 鈴木　元也 横浜 山下　智之 横浜 石田　正雄 横浜 石田　正雄 横浜 多田　兼務 相模 多田　兼務 相模

副会長 北山　英和 横浜 佐々木勇美 川崎

理事長 三浦　利彦 横浜 三浦　利彦 横浜 多田　兼務 相模 多田　兼務 相模

副理事長 佐々木勇美 川崎 佐々木勇美 川崎 大須賀俊昭 横浜 大須賀俊昭 横浜

事務局長 佐々木勇美 川崎 佐々木勇美 川崎 大須賀俊昭 横浜 大須賀俊昭 横浜 小柳　正 相模 小柳　正 相模

事務局長

副事務局長 林　　 敏治 相模 林　　 敏治 相模 座間　和夫 ★　相模 小柳　正 相模

副事務局長

常務理事 神谷　和枝 横浜 神谷　和枝 横浜 高柳　義治 相模 高柳　義治 相模 高柳　義治 相模 高柳　義治 相模

常務理事 萩原　克幸 相模 萩原　克幸 相模 及川　義行 ★横浜 中西　奎二 横浜 中西　奎二 横浜 中西　奎二 横浜

常務理事 座間　和夫 相模 座間　和夫 相模 村社　一夫 川崎 村社　一夫 川崎

常務理事 本間　孝子 横浜 増山　郁夫 湘南 増山　郁夫 湘南

常務理事 小林　勝　  ★相模 岡本　一男 湘南 岡本　一男 湘南

常務理事 山口　良郎 湘南 山口　良郎 湘南

常務理事 服部　展久 横浜

常務理事

常務理事

常務理事

常務理事

常務理事

常務理事

常務理事

常務理事

常務理事

監事

監事

監事

S 62年S 57年
1982年

S 58年 S 59年 S 60年 S 61年
1983年 1984年 1985年 1986年 1987年
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歴代役員

神奈川県社会人ｱﾏﾁｭｱﾀﾞﾝｽｻ-ｸﾙ連盟

名誉会長・役員 鈴木　清 川崎 鈴木　清 川崎 鈴木　清 川崎 鈴木　清 川崎

相談役 鈴木　清 川崎 鈴木　清 川崎 吉田　典昭 川崎 吉田　典昭 川崎 吉田　典昭 川崎 吉田　典昭 川崎

相談役 吉田　典昭 川崎 吉田　典昭 川崎 多田　義行 相模 多田　義行 相模

相談役

会　 長 多田　義行 相模 多田　義行 相模 多田　義行 相模 多田　義行 相模 佐々木勇美 川崎 佐々木勇美 川崎

副会長 佐々木勇美 川崎 佐々木勇美 川崎 佐々木勇美 川崎 佐々木勇美 川崎 岡本　一男 湘南 岡本　一男 湘南

副会長 今井　貞人 相模

副会長 小柳　正 相模 小柳　正 相模 小柳　正 相模

副会長

理事長 岡本　一男 湘南 小柳　正 相模 吉丸　満 川崎 吉丸　満 川崎

副理事長 増山　郁夫 湘南 増山　郁夫 湘南 宮沢　秀子 湘南 浅野　晟二 相模 浅野　晟二 相模

事務局長 岡本　一男 湘南 岡本　一男 湘南 村社　一夫 川崎 岡本　一男 湘南 平原　智夫 横浜 村社　一夫 川崎

事務局長 宮沢　秀子 湘南

副事務局長 吉丸　満 川崎 村社　一夫 川崎 鈴木　幸一 横浜 鈴木　幸一 横浜

副事務局長 吉丸　満 川崎 藤村　春夫 相模 藤村　春夫 相模

常務理事 石田　正雄 横浜 今井　貞人 相模 平原　智夫 横浜 鈴木　幸一 横浜 柴田　登雄 湘南 赤堀　峯男 湘南

常務理事 服部　展久 横浜 平林　安曇 湘南 鈴木　幸一 横浜 赤堀　峯男 湘南 山﨑　勝雄 川崎 桜田　工 相模

常務理事 今井　貞人 相模 赤堀　嶺男 湘南 吉岡　昇治 横浜 桜田　工 相模 柴田　登雄 湘南

常務理事 平林　安曇 湘南 吉岡　昇治 横浜 吉岡　昇治 横浜 山﨑　勝雄 川崎

常務理事 中島　邦夫 横浜 田中　和男 湘南 田中　和男 湘南

常務理事 関　　 美代子 横浜

常務理事

常務理事

常務理事

常務理事

常務理事

常務理事

常務理事

常務理事

常務理事

常務理事

監事 植野　実 川崎 植野　実 川崎 鈴木　達夫 川崎

監事 田中　一男 湘南 田中　一男 湘南 大崎　博 相模

監事

1991年 1992年 1993年1988年 1989年 1990年
H 3年 H 4年 H 5年

　神奈川県社会人ダンス連盟

S 63年 H 1年 H 2年
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歴代役員

神奈川県社会人ｱﾏﾁｭｱﾀﾞﾝｽｻ-ｸﾙ連盟

名誉会長・役員 鈴木　清 川崎 鈴木　清 川崎 鈴木　清 川崎 鈴木　清 川崎

相談役 吉田　典昭 川崎 吉田　典昭 川崎 吉田　典昭 川崎 吉田　典昭 川崎 鈴木　清 川崎 鈴木　清 川崎

相談役 多田　義行 相模 多田　義行 相模 多田　義行 相模 多田　義行 相模 山口　剛 DSC 山口　剛

相談役 佐々木勇美 川崎 佐々木勇美 川崎 佐々木勇美 川崎

会　 長 佐々木勇美 川崎 岡本　一男 湘南 岡本　一男 湘南 山口　剛 DSC 浅野　晟二 相模 浅野　晟二 相模

副会長 岡本　一男 湘南 浅野　晟二 相模 浅野　晟二 相模 浅野　晟二 相模 中西　剛 DSC 山﨑　和雄 川崎

副会長 中西　剛 DSC 山﨑　勝雄 川崎 柴田　登雄 湘南

副会長

副会長

理事長 吉丸　満 川崎 桜田　工 相模 山﨑　勝雄 川崎

副理事長 桜田　工 相模

事務局長 浅野　晟二 相模 竹島　弘幸 横浜 竹島　弘幸 横浜 山﨑　勝雄 川崎 藤森　始 DSC 吉岡　昇治 横浜

事務局長

副事務局長 藤村　春夫 相模 藤村　春夫 相模

副事務局長

常務理事 吉岡　昇治 横浜 柴田　登雄 湘南 藤村　春夫 相模 川戸　誠道 DSC 吉岡　昇治 横浜 藤村　春夫 相模

常務理事 柴田　登雄 湘南 山﨑　勝雄 川崎 柴田　登雄 湘南 柴田　登雄 湘南 森木　行徳 DSC 鈴木　達夫 川崎

常務理事 山﨑　勝雄 川崎 吉岡　昇治 横浜 田中　和男 湘南 竹島　弘幸 横浜 荻原　忠次 DSC 鈴木　国夫 横浜

常務理事 田中　和男 湘南 田中　和男 湘南 鈴木　国夫 横浜 藤村　春夫 相模 柴田　登雄 湘南 大崎　博 相模

常務理事 竹島　弘幸 横浜 佐藤　隆三 横浜 永島　彰 湘南 森木　行徳 DSC 川戸　誠道 DSC 永田　永徳 湘南

常務理事 内藤　嘉勝 相模 鈴木　達夫 川崎 吉田大治郎 DSC 藤村　春夫 相模

常務理事 村社　一夫 川崎 石川 美津子 川崎

常務理事 石川 美津子 川崎 青山　雅江 川崎

常務理事 永島　彰 湘南 安室　明 横浜

常務理事 鈴木　国夫 横浜 関井　操 横浜

常務理事 鈴木　達夫 川崎 古木　正文 相模

常務理事

常務理事

常務理事

常務理事

常務理事

監事 大崎　博 相模 大崎　博 相模 須田　幸彦 DSC 大崎　博 相模

監事 大崎　博 相模 須田　幸彦 DSC 大崎　博 相模 須田　幸彦 DSC

監事

神奈川県ダン
ススポーツ連盟

1995年 1996年 1997年 1998年 1999年
H11年

神奈川県社会人アマチュアダ
ンス協会

1994年
H 7年 H 8年 H 9年 H10年H 6年
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歴代役員

神奈川県ダンススポーツ連盟

名誉会長・役員 碓井　進 県体協 碓井　進 県体協

相談役 鈴木　清 川崎 鈴木　清 川崎 鈴木　清 川崎 鈴木　清 川崎 鈴木　清 川崎

相談役 山口　剛 DSC 山口　剛 DSC 山口　剛 DSC 山口　剛 DSC

相談役 浅野　晟二 相模 浅野　晟二 相模

会　 長 浅野　晟二 相模 浅野　晟二 相模 浅野　晟二 相模 仲野　巽 DSC 仲野　巽 DSC

副会長 山﨑　和雄 川崎 森木　行徳 DSC 森木　行徳 DSC 森木　行徳 DSC 森木　行徳 DSC

副会長 柴田　登雄 湘南 山﨑　和雄 川崎 柴田　登雄 湘南 伊藤　定 横浜 伊藤　定 横浜

副会長

副会長

理事長

副理事長

事務局長 吉岡　昇治 横浜 藤森　始 DSC 藤森　始 DSC 相原　弘 湘南 相原　弘 湘南

事務局長

副事務局長

副事務局長

常務理事 藤村　春夫 相模 柴田　登雄 湘南 仲野　巽 DSC 安田　輝子 川崎 安田　輝子 川崎

常務理事 鈴木　達夫 川崎 日比野 秀彦 DSC 吉岡　昇治 横浜 早﨑　義仁 川崎 早﨑　義仁 川崎

常務理事 鈴木　国夫 横浜 仲野　巽 DSC 藤村　春夫 相模 吉岡　昇治 横浜 吉岡　昇治 横浜

常務理事 大崎　博 相模 藤村　春夫 相模 安田　輝子 川崎 藤村　春夫 相模 大沼　俊雄 相模原

常務理事 永田　永徳 湘南 吉岡　昇治 横浜 伊藤　定 DSC 嶋田　洋子 相模 藤村　春夫 相模

常務理事 安田　輝子 川崎 伊藤　定 DSC 須田　幸彦 DSC 八津　博信 湘南 嶋田　洋子 相模

常務理事 大沼　俊雄 相模原 大沼　俊雄 相模原 八津　博信 湘南

常務理事 吉田 大治郎 DSC 吉田 大治郎 DSC

常務理事 須田　幸彦 DSC 須田　幸彦 DSC

常務理事

常務理事

常務理事

常務理事

常務理事

常務理事

常務理事

監事 大崎　博 相模 大崎　博 相模 笹井　静恵 川崎 工藤　洋一 DSC 工藤　洋一 DSC

監事 須田　幸彦 DSC 須田　幸彦 DSC 工藤　洋一 DSC 笹井　静恵 川崎 笹井　静恵 川崎

監事

2001年 2002年 2003年 2004年2000年
H13年 H14年 H 15年 H16年H 12年
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歴代役員

神奈川県ダンススポーツ連盟

名誉会長・役員 星野　つよし 県議

相談役 鈴木　清 川崎 鈴木　清 川崎 鈴木　清 川崎 山口　剛 DSC 山口　剛 DSC

相談役 山口　剛 DSC 山口　剛 DSC 山口　剛 DSC 浅野　晟二 相模 浅野　晟二 相模

相談役 浅野　晟二 相模 浅野　晟二 相模 浅野　晟二 相模

会　 長 仲野　巽 DSC 仲野　巽 DSC 仲野　巽 DSC 仲野　巽 DSC 仲野　巽 横浜

副会長 森木　行徳 DSC 森木　行徳 DSC 森木　行徳 DSC 森木　行徳 DSC 森木　行徳 DSC

副会長 伊藤　定 横浜 伊藤　定 横浜 伊藤　定 横浜 伊藤　定 横浜 安田　輝子 川崎

副会長 八津　博信 湘南 八津　博信 湘南 大沼　俊雄 相模原 磯田　一夫 横浜

副会長

理事長

副理事長

事務局長 相原　弘 湘南 相原　弘 湘南 相原　弘 湘南 相原　弘 湘南 隅田　雄一 藤沢

事務局長

副事務局長

副事務局長

常務理事 安田　輝子 川崎 藤村　春夫 相模 安田　輝子 川崎 安田　輝子 川崎 早﨑　義仁 川崎

常務理事 早﨑　義仁 川崎 嶋田　洋子 相模 早﨑　義仁 川崎 早﨑　義仁 川崎 纐纈　和夫 川崎

常務理事 吉岡　昇治 横浜 安田　輝子 川崎 磯田　一夫 横浜 磯田　一夫 横浜 荒井　巌 横浜

常務理事 磯田　一夫 横浜 早﨑　義仁 川崎 荒井　巌 横浜 荒井　巌 横浜 佐藤　隆三 横浜

常務理事 大沼　俊雄 相模原 磯田　一夫 横浜 澤田　良一 相模原 澤田　良一 相模原 岡本　寿一 相模原

常務理事 岡本　寿一 相模原 佐藤　隆三 横浜 岡本　寿一 相模原 岡本　寿一 相模原 佐藤　安昭 相模原

常務理事 藤村　春夫 相模 中塚　恵美 湘南 藤村　春夫 相模 藤村　春夫 相模 藤村　春夫 相模

常務理事 嶋田　洋子 相模 大沼　俊雄 相模原 嶋田　洋子 相模 嶋田　洋子 相模 嶋田　洋子 相模

常務理事 中塚　恵美 湘南 岡本　寿一 相模原 八津　博信 湘南 八津　博信 湘南 正根　志津子 湘南

常務理事 鈴木　喜久子 鎌倉 鈴木　喜久子 鎌倉 工藤　洋一 鎌倉 工藤　洋一 鎌倉 中塚　恵美 湘南

常務理事 柴田　真理子 藤沢 柴田　真理子 藤沢 柴田　真理子 藤沢 柴田　真理子 藤沢 田代　晃久 鎌倉

常務理事 吉田　大治郎 DSC 吉田　大治郎 DSC 吉田　大治郎 DSC 吉田　大治郎 DSC 柴田　真理子 藤沢

常務理事 田中　幸雄 DSC 田中　幸雄 DSC 田中　幸雄 DSC 田中　幸雄 DSC 須田　幸彦 DSC

常務理事 須田　幸彦 DSC 須田　幸彦 DSC 須田　幸彦 DSC 須田　幸彦 DSC 吉田　大治郎 DSC

常務理事 田中　幸雄 DSC

常務理事

監事 工藤　洋一 DSC 石川　美津子 川崎 林　峯之 DSC 林　峯之 DSC 林　峯之 DSC

監事 石川　美津子 川崎 工藤　洋一 DSC 藤本　勅 横浜 吉岡　昇治 横浜 吉岡　昇治 横浜

監事

2009年
H 18年 H19年 H20年 H 21年

2005年
H17年

2006年 2007年 2008年
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歴代役員

神奈川県ダンススポーツ連盟

名誉会長・役員

相談役 山口　剛 DSC 山口　剛 DSC 山口　剛 DSC 山口　剛 DSC 山口　剛 DSC

相談役 浅野　晟二 相模 浅野　晟二 相模 浅野　晟二 相模 浅野　晟二 相模 浅野　晟二 相模

相談役

会　 長 仲野　巽 仲野　巽 横浜 仲野　巽 横浜 仲野　巽 横浜 仲野　巽 横浜

副会長 森木　行徳 DSC 森木　行徳 DSC 森木　行徳 DSC 森木　行徳 DSC 森木　行徳 DSC

副会長 安田　輝子 川崎 安田　輝子 川崎 安田　輝子 川崎 安田　輝子 川崎 安田　輝子 川崎

副会長 磯田　一夫 横浜 磯田　一夫 横浜 磯田　一夫 横浜

副会長

理事長

副理事長

事務局長 隅田　雄一 藤沢 隅田　雄一 藤沢 柴田　真理子 藤沢 柴田　真理子 藤沢 柴田　真理子 藤沢

事務局長

副事務局長

副事務局長

常務理事 早﨑　義仁 川崎 早﨑　義仁 川崎 正根　志津子 湘南 正根　志津子 湘南 磯貝　英夫 川崎

常務理事 纐纈　和夫 川崎 磯貝　英夫 川崎 早﨑　義仁 川崎 磯貝　英夫 川崎 堀越　保 川崎

常務理事 荒井　巌 横浜 萩原　憲 横浜 磯貝　英夫 川崎 堀越　保 川崎 竹島　弘幸 横浜

常務理事 佐藤　隆三 横浜 坂上　重一 横浜 萩原　憲 横浜 荒井　巌 横浜 中村　武 横浜

常務理事 岡本　寿一 相模原 岡本　寿一 相模原 荒井　巌 横浜 佐藤　隆三 横浜 坂上　重一 横浜

常務理事 佐藤　安昭 相模原 佐藤　安昭 相模原 岡本　寿一 相模原 小嶋　三千男 横浜 嶋田　洋子 相模

常務理事 藤村　春夫 相模 藤村　春夫 相模 佐藤　安昭 相模原 岡本　寿一 相模原 正根　志津子 湘南

常務理事 嶋田　洋子 相模 嶋田　洋子 相模 嶋田　洋子 相模 佐藤　安昭 相模原 中塚　厚生 湘南

常務理事 正根　志津子 湘南 正根　志津子 湘南 長野　正和 相模 嶋田　洋子 相模 岡本　寿一 相模原

常務理事 中塚　恵美 湘南 中塚　恵美 湘南 中塚　恵美 湘南 中塚　厚生 湘南 福澤　幸雄 相模原

常務理事 田代　晃久 鎌倉 田代　晃久 鎌倉 田代　晃久 鎌倉 田代　晃久 鎌倉 田代　晃久 鎌倉

常務理事 柴田　真理子 藤沢 柴田　真理子 藤沢 桜田　工 厚木 砂川　育太朗 藤沢 砂川　育太朗 藤沢

常務理事 吉田　大治郎 DSC 須田　幸彦 DSC 佐々木孝一郎 DSC 桜田　工 厚木 桜田　工 厚木

常務理事 田中　幸雄 DSC 佐々木孝一郎 DSC 助川　貞一郎 DSC 須田　幸彦 DSC 佐々木孝一郎 DSC

常務理事 須田　幸彦 DSC 田中　幸雄 DSC 須田　幸彦 DSC 佐々木孝一郎 DSC 須田　幸彦 DSC

常務理事 助川　貞一郎 DSC 助川　貞一郎 DSC

監事 林　峯之 DSC 林　峯之 DSC 林　峯之 DSC 吉岡　昇治 横浜 吉岡　昇治 横浜

監事 吉岡　昇治 横浜 吉岡　昇治 横浜 吉岡　昇治 横浜 金子　勲 DSC 金子　勲 DSC

監事 早﨑　義仁 川崎 早﨑　義仁 川崎

2010年 2011年
H22年 H23年

2012年 2013年 2014年
H 24年 H25年 H26年
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資料 神奈川県ダンススポーツ選手権歴代入賞者

第1回神奈川県ダンススポーツ選手権（1996/12/8 とどろきアリーナ）

1 中西 剛 中西えり奈 神奈川県
2 吉田大治郎 吉田 美園 神奈川県
3 佐倉 文彦 佐倉 智恵 東京都
4 神山 洋平 阿部 玉紀 東京都
5 今井 正幸 今井 由香 東京都
6 松本 達幸 松本 輝美 神奈川県

第2回神奈川県ダンススポーツ選手権（1997/11/2 横浜文化体育館）

1 中西 剛 中西えり奈 神奈川県
2 佐倉 文彦 佐倉 智恵 東京都
3 吉田大治郎 吉田 美園 神奈川県
4 神山 洋平 阿部 玉紀 東京都
5 斎藤 実 斎藤 千枝子 東京都
6 須田 幸彦 足立 恵子 神奈川県

第3回神奈川県ダンススポーツ選手権（1998/8/9 とどろきアリーナ）

1 和智 健郎 和智喜理子 神奈川県 1 鈴木 一裕 戸村 あき
2 佐倉 文彦 佐倉 智恵 東京都 2 山本 寿史 寺嶋 千春
3 吉田大治郎 吉田 美園 神奈川県 3 赤木 晃一 赤木 礼子
4 今井 正幸 今井 由香 東京都 4 田口 浩 大川真寿美
5 本池 淳 引田 雅代 5 林 崇徳 林 世子 神奈川県
6 松浦 久志 後藤 光 6 中野 秀二 伊藤美代子 東京都

第4回神奈川県ダンススポーツ選手権（1999/12/19 南足柄市体育センター）

1 松本 達幸 松本 輝美 神奈川県 1 加藤 晃 田渕 華 東京都
2 外山 尚之 外山 聡美 神奈川県 2 林 崇徳 林 世子 神奈川県
3 内山 智裕 西嶋 亜矢子 3 福井 久夫 福井 美紀
4 須田 幸彦 足立 恵子 神奈川県 4 上濱 亮 中田 奈穂
5 高杉 耕一 高杉 綾子 東京都 5 江口 正 藤原 恵美子 神奈川県
6 阿部 雅之 森山 みどり 6 黒沢 達也 鈴木 ひとみ 茨城県

第5回神奈川県ダンススポーツ選手権（2000/9/23 とどろきアリーナ）

1 松本 達幸 松本 輝美 神奈川県 1 加藤 晃 田渕 華 東京都
2 外山 尚之 外山 聡美 神奈川県 2 菅谷 豊 染野 幸代 東京都
3 黒田 健嗣 黒田 直美 愛知県 3 前田 英志 成田 祐子
4 清水 啓司 清水 貴子 千葉県 4 久保田 豊 久保田 幸 静岡県
5 松浦 久志 後藤 光 5 高見澤 健 石川 真理子 千葉県
6 斎藤 実 斎藤 千枝子 東京都 6 小沢 和重 小沢真喜子

7 林 崇徳 林 世子 神奈川県

第6回神奈川県ダンススポーツ選手権（2002/9/23 とどろきアリーナ）

1 外山 尚之 外山 聡美 神奈川県 1 高見澤 健 石川 真理子 千葉県
2 長谷川 敬太 所 祐子 神奈川県 2 小沢 和重 小沢真喜子
3 松本 達幸 松本 輝美 神奈川県 3 望月 洋一 望月 幸子 神奈川県
4 内田 信 小林 和美 東京都 4 友岡 順平 友岡 敬子
5 松浦 久志 後藤 光 5 北村 浩介 露木 千佳 神奈川県
6 畠山 宗太郎 新田 彩子 神奈川県 6 能勢 崇 能勢 美奈

スタンダード

スタンダード

スタンダード ラテン

スタンダード ラテン

スタンダード ラテン

スタンダード ラテン
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第7回神奈川県ダンススポーツ選手権（2003/9/7 とどろきアリーナ）

1 片桐 宗和 北出 千紘 神奈川県 1 岡 晃大 下村 知美 神奈川県
2 田中 正人 白馬 智美 神奈川県 2 磯山 秀幸 佐藤 靖子 神奈川県
3 三股 勇 杉山 美樹 埼玉県 3 中島 裕顕 奥山 さやか 神奈川県
4 佐々木 孝一郎 佐々木 弘美 神奈川県 4 田中 秀一 白石 果 神奈川県
5 安宅 有 久保 律子 神奈川県 5 北村 浩介 露木 千佳 神奈川県
6 室 真一郎 室 麗子 静岡県 6 林 崇徳 林 世子 神奈川県

7 大手 俊幸 武井 真美 神奈川県

第8回神奈川県ダンススポーツ選手権（2004/5/9 横浜文化体育館））

1 和智　健郎 和智　喜理子 神奈川県 1 望月　洋一 望月　幸子 神奈川県
2 山下　和宏 石島　朋子 東京都 2 望月　浩司 鶴味　郁恵 山梨県
3 今枝　義昌 今枝　安芸子 東京都 3 竹之内　真 北田　絵梨子 埼玉県
4 佐々木　孝一郎 佐々木　弘美 神奈川県 4 松本　恭英 古塩　美由紀 東京都
5 山西　顕裕 太田　麻美 東京都 5 江口　正 藤原　恵美子 神奈川県
6 石川　誠一 石川　美智子 新潟県 6 黒沢　達也 鈴木　ひとみ 茨城県

第9回神奈川県ダンススポーツ選手権（2005/7/3 ひらつかアリーナ）

1 和智　健郎 和智　喜理子 神奈川県 1 田中　秀一 小林　雅代 神奈川県
2 外山　尚之 外山　聡美 神奈川県 2 川島　知也 小嶋　まつり 神奈川県
3 大埜　健 西条　昌子 東京都 3 望月　浩司 鶴味　郁恵 山梨県
4 川島　知也 小嶋　まつり 神奈川県 4 望月　洋一 望月　幸子 神奈川県
5 大塚　勝男 大塚　孝子 埼玉県 5 大手　俊幸 武井　真美 神奈川県
6 田中　秀一 小林　雅代 神奈川県 6 野口　優 福永　友香 千葉県

第10回神奈川県ダンススポーツ選手権（2006/7/2 秩父宮記念体育館）

1 外山　尚之 外山　聡美 神奈川県 1 田中　秀一 小林　雅代 神奈川県
2 田中　秀一 小林　雅代 神奈川県 2 大手　俊幸 武井　真美 神奈川県
3 大塚　勝男 大塚　孝子 埼玉県 3 望月　洋一 望月　幸子 神奈川県
4 望月　洋一 望月　幸子 神奈川県 4 三信　真樹 佐枝　美歩 神奈川県
5 蜷川　勝俊 高沢　優子 東京都 5 蜷川　勝俊 高沢　優子 東京都
6 山西　顕裕 太田　麻美 東京都 6 足立　裕一 南　陽子 神奈川県

第11回神奈川県ダンススポーツ選手権（2007/4/8 県立体育センター）

1 吉川　竜 石井　恵麻 神奈川県 1 名越　慎悟 田辺　美由紀 神奈川県
2 池田　昌和 白井　菜央 神奈川県 2 野口　優 福永　友香 千葉県
3 川島　知也 小嶋　まつり 神奈川県 3 川島　知也 小嶋　まつり 神奈川県
4 蜷川　勝俊 小野　理恵 東京都 4 吉川　竜 石井　恵麻 神奈川県
5 津國　一樹 津國　友美 埼玉県 5 大秋　英彦 大秋　史子 東京都
6 福田　武史 岩渕　美佳 神奈川県 6 三信　真樹 佐枝　美歩 神奈川県

第12回神奈川県ダンススポーツ選手権（2008/4/6 県立体育センター）

1 川島　知也 小嶋　まつり 神奈川県 1 川島　知也 小嶋　まつり 神奈川県
2 吉川　竜 石井　恵麻 神奈川県 2 名越　慎悟 田辺　美由紀 神奈川県
3 小嶋　みなと 盛田　めぐみ 神奈川県 3 久野　将也 沼田　まな美 茨城県
4 松島　望 藤﨑　理未 神奈川県 4 吉川　竜 石井　恵麻 神奈川県
5 田中　秀一 小林　雅代 神奈川県 5 相田　和也 長田　彩 新潟県
6 池本　規恒 ふなざし　実季 埼玉県 6 大秋　英彦 大秋　史子 東京都
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第13回神奈川県ダンススポーツ選手権（2009/4/5 県立体育センター）

1 小嶋　みなと 盛田　めぐみ 神奈川県 1 久野　将也 和田　有可 茨城県
2 松島　望 藤﨑　理未 神奈川県 2 小嶋　みなと 盛田　めぐみ 神奈川県
3 猿田　貴之 坂内　明奈 東京都 3 名越　慎悟 石川　真理子 神奈川県
4 四戸　賢治 八木　恵理香 東京都 4 玉井　征爾 諸星　里恵 愛媛県
5 田中　秀一 田中　雅代 神奈川県 5 田中　秀一 田中　雅代 神奈川県
6 小野　将聡 小野　理恵 埼玉県 6 谷　祐二 熊谷　智美 東京都
7 上田　裕哉 齋藤　望 神奈川県

第14回神奈川県ダンススポーツ選手権（2010/4/4 県立体育センター）

1 吉川　竜 石井　恵麻 神奈川県 1 久保田　豊 久保田　幸 東京都
2 小嶋　みなと 盛田　めぐみ 神奈川県 2 川島　知也 小嶋　まつり 神奈川県
3 川島　知也 小嶋　まつり 神奈川県 3 久野　将也 和田　有可 茨城県
4 池田　昌和 白井　菜央 神奈川県 4 名越　慎悟 石川　真理子 神奈川県
5 長井　英生 佐々木　綾子 東京都 5 落合　哲朗 魚谷　枝里佳 東京都
6 斉藤　慎平 斉藤　瑞穂 神奈川県 6 日野　雄樹 湖山　恵理 埼玉県

第15回神奈川県ダンススポーツ選手権（2011/5/14 とどろきアリーナ 東日本大震災のため代替開催）

1 小嶋　みなと 盛田　めぐみ 神奈川県 1 小嶋　みなと 盛田　めぐみ 神奈川県
2 吉川　竜 石井　恵麻 神奈川県 2 川島　知也 小嶋　まつり 神奈川県
3 藤森　祐樹 藤森　美奈 東京都 3 関根　チョーマ 沼田　まな美 埼玉県
4 池田　昌和 白井　菜央 神奈川県 4 吉川　竜 石井　恵麻 神奈川県
5 関根　チョーマ 沼田　まな美 埼玉県 5 西村　康宏 大竹　舞 東京都
6 青木　友佑 奥　さやか 東京都 6 池田　昌和 白井　菜央 神奈川県

第16回神奈川県ダンススポーツ選手権（2012/4/8 県立体育センター）

1 小嶋　みなと 盛田　めぐみ 神奈川県 1 川島　知也 小嶋　まつり 神奈川県
2 吉川　竜 石井　恵麻 神奈川県 2 池田　昌和 白井　菜央 神奈川県
3 池田　昌和 白井　菜央 神奈川県 3 棚橋　健 粕尾　明日香 東京都
4 斉藤　慎平 斉藤　瑞穂 神奈川県 4 髙野　大樹 加藤　奈々 東京都
5 棚橋　健 粕尾　明日香 東京都 5 村瀬　賢一 小笹　詩織 埼玉県
6 廣瀬　享平 渋谷　奈々子 東京都 6 村田　徒夢 鈴木　優香子 東京都

7 谷茂岡　敦 久保木　麻衣 東京都

第17回神奈川県ダンススポーツ選手権（2013/4/7 県立体育センター）

1 小嶋　みなと 盛田　めぐみ 神奈川県 1 西村　康宏 大竹　舞 東京都
2 吉川　竜 石井　恵麻 神奈川県 2 名越　慎悟 名越　明子 神奈川県
3 斉藤　慎平 斉藤　瑞穂 神奈川県 3 ｼﾞｪﾈｼｽ　ﾏﾆｰｺﾞ 上田　悦子 横浜市
4 猿田　貴之 猿田　明奈 東京都 4 佐藤　弘紹 杉崎　友美 東京都
5 大東　哲平 ハン　ジンニィ 東京都 5 白井　泰昭 若森　希穂 神奈川県
6 田中　秀一 田中　雅代 神奈川県 6 田中　秀一 田中　雅代 神奈川県

第18回神奈川県ダンススポーツ選手権（2014/4/6 秩父宮記念体育館）

1 村川　明 村川　絢子 神奈川県 1 名越　慎悟 名越　明子 神奈川県
2 中村　大地 田中　百合惠 東京都 2 谷茂岡　敦 久保木　麻衣 東京都
3 西　幸作 田上　ユミ 埼玉県 3 飯田　大和 渡邊　慧子 埼玉県
4 矢澤　啓暢 小嶋　加恵 神奈川県 4 押川　慧悟 和田　知世 神奈川県
5 田沢　拓都 徳野　夏海 千葉県 5 大久保　稔也 鈴木　千尋 東京都
6 川島　俊明 川島　道子 東京都 6 田沢　拓都 徳野　夏海 千葉県
7 小野　将聡 丸山　奈緒子 埼玉県
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資料 主催競技会役員

大会会長 実行委員長 競技長 採点管理長 登録管理 ステマネ 司　会 司　会 音　響

鈴木　清

鈴木　清

鈴木　清

鈴木　清

鈴木　清

鈴木　清

鈴木　清

鈴木　清

鈴木　清

鈴木　清

鈴木　清

鈴木　清

鈴木　清

鈴木　清

鈴木　清

鈴木　清 内山雅充 吉田典昭 藤掛南男也 栗田和夫 安田輝子 多田義行

吉田典昭

多田義行

多田義行

多田義行

多田義行

多田義行 今井貞人 小柳　正 古木正文 小柳　正 染谷みはる 加藤裕道

平成1年10月15日 第19回神奈川県社会人ダンス連盟競技大会 大和市立林間小学校　体育館

昭和63年10月2日 第17回神奈川県大会 川崎市立幸スポーツセンター

平成1年3月5日 第18回神奈川県大会 チサンホテル湘南

昭和61年3月23日 第14回神奈川県大会 横浜市立戸塚小学校体育館

戸塚　日立体育館

昭和63年4月17日 第16回神奈川県大会 大和市立渋谷中学校

昭和60年3月31日 第13回神奈川県大会 厚木中学校体育館

昭和60年11月23日 第１回　関東社会人スポーツダンス大会 戸田市スポーツセンター

昭和58年4月17日 第11回神奈川県大会 川崎市多摩市民館

昭和59年3月11日 第12回神奈川県大会 旭硝子京浜体育館

昭和56年10月11日 第9回神奈川県大会 富士電機体育館

昭和57年3月21日 第10回神奈川県大会 相模原市立体育館

昭和56年2月8日 第1回三笠宮杯(テンカップ)

昭和56年3月22日 第8回神奈川県大会 富士電機体育館

昭和55年3月30日 第6回神奈川県大会 紅葉坂青少年会館

昭和55年10月5日 第7回神奈川県大会 相模原市立体育館

昭和54年3月18日 第4回神奈川県大会 座間福祉会館

昭和54年11月4日 第5回神奈川県大会 厚木中学校

昭和53年3月19日 第2回神奈川県大会 川崎労働福祉会館

昭和53年10月1日 第3回神奈川県大会 神ﾉ木台青少年会館

昭和52年5月30日 神奈川県大会（創立記念）

開催日 主催競技会 開催場所

昭和62年4月5日 第15回神奈川県大会

川崎労働福祉会館

昭和52年9月11日 第1回神奈川県大会 大和市立　林間小学校
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大会会長 実行委員長 競技長 採点管理長 登録管理 ステマネ 司　会 司　会 音　響

鈴木　清 磯貝英作 多田義行 福島康夫 小関康雄 栗田和夫 鳥羽憲次 鳥羽圭子 木曽正明

多田義行 佐々木勇美 鹿島佐太郎 青山雅江 吉丸　満 御幸ダンス 入沢辰彦

多田義行 岡本一男 赤堀嶺男 田中和男 増山郁夫 星 久美子 波多野美貴子 谷辺賢冶　

多田義行 多田義行 高橋義治 古木正文 佐藤安昭 小柳　正 藤井啓子 藤吉富士子 柏木正俊

多田義行 平原智夫 森川　博 青山雅江 中川真澄 吉岡昇治 羽鳥八重子 新居田千尋 大須賀俊昭

佐々木勇美 吉丸　満 鹿島佐太郎 金子　勲  

佐々木勇美

岡本一男 竹島弘幸 柴田登雄 田中和男 古木正文 桜田　工 横田久昭 坂本たつみ 藤田昌邦

岡本一男 山﨑勝雄 柴田登雄 田中和男 笹井静恵 藤井誠廣 竹島章子 伊藤雅子 藤田昌邦

山口　剛 竹島弘幸 山﨑勝雄 田中和男 古木正文 藤井誠廣 伊藤雅子 竹島章子 藤田昌邦

鵜飼慶司 川戸誠道 森木行徳 浅野晃二 古木正文 伊藤　定 伊藤雅子 安田輝子 藤田昌邦

鵜飼慶司 川戸誠道 森木行徳 浅野晃二 古木正文 伊藤　定 伊藤雅子 安田輝子 藤田昌邦

浅野晃二 藤村春夫 森木行徳 増山郁夫 青山雅江 伊藤　定 伊藤雅子 鈴木喜久子 栗原孝一

仲野　巽 佐藤隆夫 柴田登雄 有田義裕 深井静香 滝沢　弥 栗田和夫 深谷はるみ 伊藤雅子 藤田昌邦

浅野晃二 仲野　巽 森木行徳 羽鳥八重子 松本幸治 伊藤　定 山口　剛 伊藤雅子 纐纈和夫

仲野　巽 早﨑義仁 森木行徳 石川美津子 相馬和夫 纐纈和夫 安齋敏子 原田志津子 長須賀淳子 久保　実

斉藤斗志二 金子和裕

仲野　巽 伊藤　定 溝口　稔 有田義裕 萩原一弘 滝沢　弥 山口　剛 木下光子 石塚澄恵 佐藤隆三

仲野　巽 八津　博信 森木行徳 櫻井良樹 相馬和夫 纐纈和夫 中塚　恵美 七海洋子 藤田昌邦

仲野　巽 柴田真理子 森木行徳 石原義光 萩原一弘 大沼俊雄 金井荘一 磯貝英夫 藤田昌邦

仲野　巽 相原　弘 森木行徳 柏木正俊 萩原一弘 大沼俊雄 中塚恵美 金井荘一 藤田昌邦

仲野　巽 相原　弘 森木行徳 磯貝英夫 萩原一弘 吉田大治郎 中塚恵美 磯貝英夫 藤田昌邦

藤沢市秩父宮記念体育館

平成19年4月8日 第11回神奈川県ダンススポーツ選手権大会 神奈川県立体育センター

平成20年4月6日 第12回神奈川県ダンススポーツ選手権大会 神奈川県立体育センタースポーツアリーナ

川崎市・とどろきアリーナ

平成15年11月24日 第11回都道府県対抗全国ダンススポーツ大会in 神
奈川

横浜文化体育館

平成17年7月3日 第9回神奈川県ダンススポーツ選手権大会 ひらつかアリーナ

平成12年9月3日 第5回神奈川県ダンススポーツ選手権大会 川崎市・とどろきアリーナ

平成14年9月23日 第6回神奈川県ダンススポーツ選手権大会 川崎市・とどろきアリーナ

平成10年8月9日 第3回神奈川県スポーツダンス選手権大会 川崎市・とどろきアリーナ

平成11年12月19日 第4回神奈川県ダンススポーツ選手権大会 南足柄市体育ｾﾝﾀ-

平成9年11月2日 第2回神奈川県スポーツダンス選手権大会 横浜文化体育館

平成10年8月9日 98全日本10ダンス＆シニア選手権大会(ジュブナイ
ル・ジュニア選手権)

川崎市・とどろきアリーナ

平成7年11月26日 第27回神奈川県社会人スポーツダンス競技大会 川崎市・とどろきアリーナ

平成8年8月15日-16日 第1回神奈川県スポーツダンス選手権大会 川崎市・とどろきアリーナ

平成4年10月18日 第24回神奈川県社会人ダンス連盟競技大会

平成5年10月31日 第25回神奈川県社会人ダンス連盟競技大会 明治ゴム化成

平成3年4月14日 第22回 神奈川県社会人ダンス連盟競技大会 大和市立林間小学校　体育館

平成3年10月20日 第23回 神奈川県社会人ダンス連盟競技大会 横浜市保土ヶ谷スポーツセンター

平成2年5月20日 第20回記念 神奈川県社会人ダンス連盟競技大会 関東郵政局体育館

平成2年11月11日 第21回 神奈川県社会人ダンス連盟競技大会 チサンホテル湘南

平成1年11月23日 第5回　関東社会人スポーツダンス大会 水戸市民体育館

開催日 主催競技会 開催場所

平成18年7月2日 第10回神奈川県ダンススポーツ選手権大会

平成15年9月7日 第7回神奈川県ダンススポーツ選手権大会

資料 主催競技会役員
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資料 主催競技会役員

大会会長 実行委員長 競技長 採点管理長 登録管理 ステマネ 司　会 司　会 音　響

内山雅充 磯田一夫 安田輝子 盛屋喜夫 萩原一弘 森木行徳 渡辺裕美 磯貝英夫 藤田昌邦

仲野　巽 森木行徳 森木行徳 福澤幸雄 萩原一弘 吉田大治郎 渡辺裕美 中塚恵美 藤田昌邦

仲野　巽 隅田雄一 安田輝子 福澤幸雄 萩原一弘 森木行徳 渡辺裕美 七海　洋子 藤田昌邦

仲野　巽 早﨑義仁 安田輝子 石原義光 菅野幸夫 松館正光 森　 利英 安田輝子 瀬脇廣巳　

仲野　巽 隅田雄一 安田輝子 福澤幸雄 萩原一弘 森木行徳 渡辺裕美 大橋徳雄 藤田昌邦

仲野　巽 嶋田洋子 森木行徳 中塚厚生 萩原一弘 吉田大治郎 渡辺裕美 大橋徳雄 藤田昌邦

仲野　巽 柴田真理子 安田輝子 林由紀雄 中塚厚生 森木行徳 渡辺裕美 大橋徳雄 藤田昌邦

平成26年4月6日 第18回神奈川県ダンススポーツ選手権大会 藤沢市秩父宮記念体育館

川崎市とどろきアリーナ　メインアリーナ

平成24年4月8日 第16回神奈川県ダンススポーツ選手権大会 神奈川県立体育センタースポーツアリーナ

平成25年4月7日 第17回神奈川県ダンススポーツ選手権大会 神奈川県立体育センタースポーツアリーナ

神奈川県立体育センタースポーツアリーナ

平成22年4月4日 第14回神奈川県ダンススポーツ選手権大会 　

平成27年4月5日 第19回神奈川県ダンススポーツ選手権大会 相模原市総合体育館予定

平成20年11月2日 第10回東部ブロック選手権大会

平成23年5月14日 第15回神奈川県ダンススポーツ選手権大会

開催日 主催競技会 開催場所

藤沢市秩父宮記念体育館

平成21年4月5日 第13回神奈川県ダンススポーツ選手権大会
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加盟団体の紹介 川崎市ダンススポーツ連盟
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会長 安田　輝子 常務理事 石川　美津子 常務理事 星　晴彦

副会長 早﨑　義仁 常務理事 奥井　恒明 常務理事 福井　博

副会長 鈴木　達夫 常務理事 林　昭義 常務理事 中山　廣一

副会長 磯貝　英夫 常務理事 菅野　幸夫 常務理事 樋口　恒幹

事務局長 堀越　保 常務理事 富樫　栄子  常務理事 福田　巧

社会人ダンス界組織の創設者、鈴木清氏のお声がかりで川崎市連盟に県下初の女性会長として
任命されてより15年あまり、県連にも女性役員が増え、そして40周年を迎えられた事は誠に喜ばしく
感無量です。

相馬和夫理事長をはじめ現在まで支え続けてくれた常務理事の方々と共に歩んで来たこの15年
でしたがこれからも川崎市ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟ-ﾂ連盟は神奈川県ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟ-ﾂ連盟の中核として、また競技会運営
のﾘｰﾀﾞ-としてダンススポーツの普及と発展に力を注いでまいりたいと思います。

会長 安田輝子

[30周年記念祝賀会には石原正幸・斉藤愛組とご両親、県連の仲間が集まってくれました]

[35周年記念祝賀会に駆けつけてくれた
石原正幸氏と久保田弓椰・羅羅組に
よるお祝いのダンス]



神奈川初！
相模技術認定
（2006.8）

ジュニア育成！（2008.5） 親睦！ 相模リーダーズキャンプ （2005.1）

大人数！ 相模連盟30周年イベント （2006.8）

相模ダンススポーツ連盟は歴史が古く、県内で2番目となる1975年に創立され今年で40年目を

迎えます。当連盟は小田急小田原線の沿線上の神奈川県西北部の相模地区、西は南足柄から

東は大和市まで南足柄郡、秦野市、伊勢原市、海老名市、座間市、綾瀬市、大和市の7市町村

と広い地域からなっています。

創立以来、40年の間に湘南、相模原、厚木の各連盟の独立という組織上の変化がありましたが、

会員の皆様や連盟役員の努力、そして県連盟との相互の協力のもとここまで築き上げてまいりま

した。

これからはさらなるダンススポーツの技術向上をめざし競技大会を年1回開催し、また会場として今までの

南足柄体育館、秦野総合体育館に加え、大和スポーツセンターを利用することにより、競技会のほか学校

体育指導、初心者講習会や仲間作りのためのダンスフェスティバルを開催し、ダンス愛好家の交流の場を

広げ地域に愛される連盟としてダンススポーツの普及を計ってまいります。

当連盟は、神奈川県ダンススポーツ連盟の加盟団体として、これからもダンススポーツの普及と、健全で明るい

社会づくりに寄与できるよう活動してまいります。

会長 嶋田洋子
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加盟団体の紹介 湘南ダンススポーツ連盟

会長 中塚　厚生 理事 小林　勝 理事 新舘　正宣

副会長 正根　志津子 理事 安部　守男 理事 秋葉　保廣

副会長 大谷　光一 理事 宮盛　和子 理事 徳永　道則

常務理事 渡辺　節 理事 小野　百合子 理事 草柳　ゆきゑ

事務局長 中塚　恵美 理事 塚本　泰雄  

湘南ダンススポーツ連盟は昭和59年8月に相模連盟より分離、発足し、30年たちました。

湘南地域とは横須賀市、三浦市、逗子市、茅ケ崎市、平塚市、小田原市、箱根町、湯河原町、

真鶴町、大磯町、二宮町、寒川町、葉山町、など6市7町を含む広い地域です。地域が広すぎて

思うように活動できませんが、14サークル310名の会員で活動しています。

年2回の競技大会、技術認定会、会員拡大フェスティバル、技術講習会を開催し、ダンススポー

ツの普及と発展に、チームワークをモットーに頑張っております。
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加盟団体の紹介 横浜市ダンススポーツ連盟

横浜市ダンススポーツ連盟のあゆみ
1972年にいくつかのサークルを結集して「横浜市社交舞踏サークル連盟」が創設され、1975年には「川崎市
社会人アマチュアダンスサークル連盟」と共に「神奈川県社会人ダンス連盟」を結成しました。その後、1989年
にはJADAランキング制競技会導入に反対して「横浜市社交舞踏サークル連盟」は県連盟を脱退しました。
そこで1990年に11のサークルが集結して新生横浜支部として「横浜市社会人ダンス連盟」が創設され、同時
に県連盟に加盟しました。（1995年に「横浜市社交舞踏サークル連盟」（旧横浜支部）は解散）
2001年にはJDSFの発足に伴って「横浜市ダンススポーツ連盟」と改称し、2007年には「区協会・区連盟」の組
織であり1996年に（財）横浜市体育協会に加盟した「横浜市スポーツダンス協会」との組織統合を行いました。
以来、県内の最大組織として活動を進め、現在ではサークル数43、会員数1228名を数えるに至っています。

区連盟・区協会

横浜市連盟の最大の特徴は区の連盟・協会の組織が存在するところにあります。各サークルでも個々に活動
は行っていますが、組織拡大や普及活動の中心は、行政及び区体育協会と連携した区連盟・区協会が重要
な役割を担っています。横浜市は18の行政区がありますが、現在横浜市連盟に加盟しているのは7区のみで
す。すべての行政区での組織化が重要な課題になっています。

主要大会
1991年開始の「ベイサイドカップ争奪横浜市ダンススポーツ大会」、1994年開始の「YOKOHAMA赤い靴杯ダ
ンススポーツ大会」（当初の名称は「横浜シルバー・シニアスポーツダンス大会」）、1999年開始の「横浜市民ダ
ンススポーツ選手権大会」の３つの主要な大会を運営しています。

ベイサイドカップと赤い靴杯の２大会は、交通アクセスの利便性からも多くの方に参加していただく規模の大き
な公認大会です。横浜市民ダンススポーツ選手権大会は公認競技会のシーズン後に開催され、横浜市民で
あれば誰でも参加できるというオープンな性格を特徴としており、主催：（公財）横浜市体育協会、主管：横浜市
連盟の横浜市民体育大会として位置づけられています。選手権戦は横浜市の強豪が集うレベルの高い試合
であり、また、マスターズ戦、ジュニア戦、区対抗戦とバライティに富んだ大会になっています。

イベント
ふれあい大舞踏会、市民ダンスフェスティバル、技術講習会、などのイベントも随時開催しています。
また、2010年からはシニアの祭典である「ねんりんピック」に代表団を派遣し、2014年は横浜チームがみごと
5位入賞を果たしました。

ダンス・ダンス・ダンス ヨコハマ 2012
2012年には横浜市の活動に協力し、赤レンガ倉庫特設広場
にて1000名規模の参加者を集めて大ダンスフェスティバルを
開催しました。薄暮の中、デモンストレーション、講習会、舞踏
会等々、ダンスを思いっきり楽しみました。

横浜市連盟旗
2014年に横浜市連盟旗を制定しました。主要イベントや代表団の派遣の
折にはこれを応援旗として活用して行きます。横浜市連盟旗

ねんりんピック2014 横浜市代表チーム

ダンス・ダンス・ダンス ヨコハマ 2012

ベイサイドカップ争奪横浜市ダンススポーツ大会（横浜文化体育館）
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加盟団体の紹介 相模原市ダンススポーツ連盟
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 相模原市ダンススポーツ連盟 
 

昭和６３年５月 

     相模シルバーダンス連合として 

 相模原市体育協会に加盟 

     競技会サークルは相模連盟に加盟していた 

平成１年４月 

     相模原市アマチュアダンス協会と改名 

平成１４年４月 

     相模原市ダンススポーツ連盟と改名して 

 相模連盟より独立 

 

■連盟の規模 平成２６年   会員数 ６８９ 

             サークル数  ４２ 

■設立時 

 相模原市体育協会に加盟させて頂いた時の当連盟の名称

は相模原市アマチュアダンス協会であった。当時社交ダンス

は風俗営業法でコントロールされスポーツと認める行政機関

は皆無に近かった、そんな中で相模原市体育協会にはダン

スをスポーツと認めて頂いた、その後、神奈川県ダンススポ

ーツ連盟、日本ダンススポーツ連盟に所属している。 

■社会福祉に貢献寄与 

当連盟の目的の一つに社会福祉に貢献寄与が有り年に

一度チャリティパーテイを開催、会員の親睦をはかると共に

収益金を福祉協会に寄付している。当連盟のサークルであ

るエイト舞研が以前から継続していたものを当連盟が引き継

いだもので累計３９回に至っている。 

■初心者講習会 

ダンススポーツの普及、を目指して日本ダンススポーツ連

盟の公認講師が指導する初心者講習会を年に３回開催して 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いる。終了後、連盟会員としてサークル活動をしています。 

■競技団体としてのあゆみ 

 競技大会の開催がある、年に２回開催され、秋の大会では

市長杯戦がある、 ３年前までは３月にシルバー戦が有った

が、神奈川県だけの組織であったため中止となった。 

ダンススポーツ（以後ＤＳと記す）競技大会は多くは個人戦で

あり（２人で１組）ランキングも個人に与えられる。ＤＳ競技会

は休日には何処かの都市で開催さ 

れ参加選手は全国から出場される。 

相模原市で開催された大会で最大 437 組（874 人）の出場が

あった。                                 

 神奈川県選手権大会での連盟対抗団体戦 

毎年 4 月の第 1 日曜日開催され 9 連盟から 10 チーム出場

する。今年で 12 回目を数える。今までの相模原市チーム最

高成績 総合第 3 位である。 

■ねんりんピックへ出場 

年齢６０歳以上の高齢者のスポーツの祭典です。 

１２年前（平成１４年）神奈川県シルバーダンス競技が１０年を

迎えたということで相模原市ＤＳ連盟から１チーム（８人）を神

奈川県代表として推薦され福島県に出場した。第１回目の出

場です 

政令指定都市になって 2011 年  熊本 

2012 年 仙台  2014 年 栃木 に出場した。 

■キッズサークルの活躍 

 活動を始めて６年になります。会員 30 名弱で 大会出場も

多くなり好成績をあげている。 

 三笠宮杯 ダンスうんどう チーム戦    

2010～2013 年 金賞を連続獲得した。 

全国ジュニア上位 30 組表彰 

2013 年、2014 年、各 1 組 表彰された。 

競技会風景 講習会風景



加盟団体の紹介 鎌倉市ダンススポーツ連盟

平成 ４年 ３月 鎌倉市ダンス協会発足 （会長 平賀 信雄）
平成 ６年 ５月 鎌倉市体育協会に加盟

ダンス団体の体協加盟は県内で２番目

平成 ７年 １月 第１回鎌倉市スポーツダンス競技大会
平成 １１年 ５月 鎌倉市ダンススポーツ連盟に名称変更
平成 １６年 １０月 神奈川県ダンススポーツ連盟に正式加盟
平成 １７年 １月 第１０回鎌倉市ダンススポーツ大会
平成 １７年 ８月 第１２回鎌倉市ダンスフェスティバル
平成 １７年 ９月 第１回技術認定会開催
平成 ２１年 ４月 田代 晃久 会長に就任
平成 ２５年 １０月 第２０回鎌倉市ダンスフェスティバル
平成 ２６年 １月 第２７回鎌倉市ダンススポーツ大会

ダンス団体の体協加盟は県内で２番目

鎌倉市ダンススポーツ連盟 会長 田代 晃久

鎌倉市ダンススポーツ連盟は昨年秋創立１０周年を迎えました。
８サークル、会員数２００名の小さな連盟ですが、各サークルの個性を生かし、
鎌倉の伝統である「和気あいあいで楽しいダンス」活動をこれからも続けてまいります。

平成２７年リーダーズキャンプ

ダンスフェスティバル
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加盟団体の紹介 藤沢市ダンススポーツ連盟

創立５周年記念
デモンストレーションダンス
久保田弓椰・蘭羅組

2013/2014年
2年連続神奈川県大会
団体戦準優勝

藤沢市
ダンススポーツ連盟

のあゆみ

2001.5.16 設立 相談役：柴田登雄、会長：柴田真理子、事務局長：隅田雄一

2002.11.2 設立記念ダンスパーティー、江の島

2002.3.16 第1回藤沢市ダンススポーツ競技大会開催、湘南大庭公民館体育室

2002.4.11 藤沢市体育協会に正式加盟

2004.12.6 神奈川県連盟に正加盟（県連盟の要請により湘南連盟から独立）

2005.11.20 JDSF公認競技大会（第4回藤沢市大会、秩父宮記念体育館メインアリーナ）

2006.12.2 神奈川県初代ジュニア育成部長に柴田会長を送り出し

2007.3.1 創立5周年記念祝賀会、グランドホテル湘南、記念誌「あゆみ」発行

2007.10.2  神奈川県で初となる認定ジュニアサークル「湘南キッズ」を設立

2008.11.2  関東甲信越ブロック選手権大会を秩父宮記念体育館で開催

2009.5.18 県連盟の要請により神奈川県連盟事務局長に隅田副会長を送り出し

2012.5.19 設立10周年記念祝賀会、グランドホテル湘南、記念誌「あゆみⅡ」発行

2012,5,21 県連盟の要請により神奈川県連盟事務局長に柴田会長を送り出し

2012.7.2   第5回初心者講習会、湘南大庭公民館、認定サークル「大庭リリーズ」設立

2013.9.8 第10回藤沢市ダンス旅行、熱海うたゆの宿

2014.9.21  第9回藤沢市技術認定会開催（G3～G6）

2014.11.23 第13回藤沢市ダンススポーツ競技大会開催、

市民総体ダンスフェスティバル地区対抗団体戦併催

2014.11.27 第6回ミニミニダンスパーティー開催（初心者に好評）

2015.1.1 藤沢市連盟会員A級選手2組に、認定サークル数13、会員数160弱



年1回の厚木市連盟主催
親睦旅行

恒例の無料クリスマス
フェスティバル

　神奈川県ダンススポーツ連盟の創立４０周年に対し、厚木市ダンススポーツ連盟の役員・会員を代表

してお祝いを申し上げます。

厚木市ダンススポーツ連盟の紹介をさせて頂きます。

厚木市ダンススポーツ連盟は、厚木市アマチュアダンス協会として２０年前に創立し、厚木市体育協会の

加盟団体として、スポーツダンスの普及と発展を目指し活動しております。３年前（２０１１年）の４月には、

神奈川県ダンススポーツ連盟に正式加盟し、名称をアマチュアダンス協会からダンススポーツ連盟に

改称して活動を継続してきました。

厚木市連盟は当然の事ながら、『社会常識をわきまえて、ルールを守る人達の集まりである』ことを

モットーにして役員一同と、賛同を得た会員の協力を得ながら活動しております。

スポーツダンス技術向上を目指し、競技大会を年１回開催。ダンス愛好家の交流を目的に、

ダンスフェスティバルを１０回/年程度の開催、ダンスを始めたい人達を対象に、初級者向けの講習会へ

の協力とダンス継続活動の助成を行っております。

今後も、他連盟の良い点を見習いながら、厚木市連盟としての活動内容を充実させると共に、県連盟の

活動にも協力をしてまいりたいと考えております。

最後に、神奈川県ダンススポーツ連盟の更なるご発展をお祈りしております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　厚木市ダンススポーツ連盟　　会長　　桜田　工

加盟団体の紹介 厚木市ダンススポーツ連盟
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加盟団体の紹介 神奈川県ダンススポーツクラブ(DSC)

1997年3月、神奈川県DSCの前身である日本アマチュア競技連盟（LACD）神奈川県支部は

神奈川県アマチュアダンス協会の設立に参加。1999年2月の日本ダンススポーツ連盟の設立、お

よび神奈川県ダンススポーツ連盟への移行に伴い、神奈川県DSCに名称を変更し現在に至って

います。現在はダンススポーツの普及と技術の向上を目的に技術講習会、練習会、ダンスフェス

ティバルの開催、また競技選手への支援のほか上部団体の運営に参画し活動しています

2014 県大会団体戦優勝チーム2014 DSCダンスフェスティバル

ダンススポーツ技術講習会 模範演技

jdsf.kanagawadsc@gmail.com

http://www.jdsf.or.jp/kanagawa-dscホームページ：
代表メールアドレス：

会長 日比野　秀彦 理事 山口 剛 理事 鈴木 国夫

副会長 須田 幸彦 理事 川戸 誠道 理事 服部 展久

副会長（副会計兼任） 佐々木 孝一郎 理事 渡辺 裕美 理事 大上 勇夫

副会長 河合 隆広 理事 和智 健郎 理事 中村 清

事務局長 助川 貞一郎 理事 中西 剛  理事 森 信政

会計（長） 堀ノ内 基子 理事 鈴木 重夫 理事 大江 周平

理事・事務局（副） 足立 恵子 理事 山口 真紀子 理事 木村 留美子

理事・相談役（兼任） 森木 行徳 理事 正田 守 監事 林 峯之

理事・相談役（兼任） 吉田 大治郎 理事 名越 慎悟 監事 金子 勲
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神奈川県ダンススポーツ連盟

創立40周年記念誌

平成27年2月22日発行

神奈川県ダンススポーツ連盟

会長 仲野 巽

創立40周年記念誌作成実行委員会
神奈川県ダンススポーツ連盟 広報部

有限会社 タイム21
〒259-1311 神奈川県秦野市弥生町4-13

発行者：

編集者：

印刷：
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