




ダンススポーツを取り巻く変化とその対応

～新年度を迎えるにあたり～

公益社団法人 日本ダンススポーツ連盟

会長 齊籐 斗志二

平成26年新事業年度がスター トしました。

昨今ダンススポーツを取 り巻 く環境は大きく変化し

ています。本連盟としてもそれらの変化に対応しダン

ススポーツの発展のため、また将来像のあるべき姿を

見据えた活動をしていかなければならないと思います。

特に高齢化による会員数の減少、競技人口の減少は、

本連盟のみならず我が国のダンス人口全体の減少でも

あり、プロ団体も含むダンス界全体として考えなくて

はならない大きな課題であります。

この減少に何とか歯止めをかけてなくては、ダンス

界全体の衰退に繋がるとの思いから昨年来、様々な取

り組みを行ってまいりました。

ひとつは、昨年10月 国技館に関係団体の協力を得て

開催した「ダンスコレクション」の開催です。このイ

ベントは、ダンススポーツだけではなくヒップホップ、

サルサ、ジャズダンス、エアロビックダンスなどダン

スのジャンルを超えたダンスの祭典となりました。

ヒップホップやジャズダンスなどの若者たちが大勢

参加し、国技館は溢れんばか りの人たちで一日ダンス

を楽しんでもらいました。このイベントを通じて、音

楽にあわせて体を動かすことは人間の根源的な歓びの

表現であり、老若男女を問わずジャンルを超えた “ダ

ンスの絆"を感じました。ダンススポーツを知らない

若い人たちに、私どものダンススポーツの素晴らしさ

を知ってもらえたこと、また体感してもらえたことは

大きな成果だったと思います。

また、若い人たちのヒップホップやジャズダンスな

どを踊っている姿を見ると、ダンス人口は決して減少

はしていない、むしろ若者を中心に増えているのでは

ないかと思います。中学校でもダンスが正課となるな

か、若い彼らをどのようにしてダンススポーツに向か

わせるかがこれからの課題だと思います。

もうひとつは、「風営法」の改正があります。ダン

スは戦後から今日まで風俗営業として法律の下で規制

されています。ダンスを教えて金銭を貰うことや、ダ

ンスパーティーなどを行う行為は法律で規制されてい

ています。

私どものサークル活動や会員親睦のダンスパー

テイーも、この法律に抵触する恐れがあります。昨年

から「風営法」からダンス営業を外す運動が広がり、

国会議員も立ち上が り、法律改正に向けて国会が動き

始めています。ダンスは人間の根源的な歓びの表現で

あり、その行為を法律で規制していることは文明国家・

日本としては相応しくない法律だと思います。ダンス

が法律規制から解放され、2020年の東京オリンピック

開催に世界から集う人たちが安心してダンスが踊れる

国にしなればならないと思います。

最後にもうひとつ。ダンススポーツ競技に関して

は、3月 の東京オープンでは大変高い評価を得ること

ができました。世界から集うトップアスリートによる

世界レベルのダンススポーツの迫力、スピード、表現

力などには目を見張るものがあります。そしてダンス

スポーツは年々進化して、美を追究しつつ、身体能力

の極限を競うスポーツという実感がもてる大会となっ

ています。また、観客動員も東京体育館はほぼ満席に

近い状態となり、日本を代表するダンス競技会に成長

しました。第 1回大会からロヂャース杯を賜り、多大

なご支援をいただいた北辰商事・ロデャース社長大田

実様には心からお礼と感謝を申し上げる次第です。

そして、長年にわたるロデャース杯東京オープンの

開催や海外競技会への派遣など世界のトップ選手の刺

激を受けたジュニア選手の成長には目覚しいものがあ

ります。世界大会においてもファイナル、セミファイ

ナルに進出する選手も出てきており、スケー トやス

キージャンプなど他のスポーツ同様にダンススポーツ

においても、ジュニアは確実に世界レベルに成長しつ

つあります。ダンススポーツの普及発展を考えるとき、

日本の若い選手が活躍し世界が注目することが必要で

あり、日本もようやくそのレベルにまで到達してきた

感じがします。

JOCに加盟する私ども中央競技団体は、世界に通用

する強い選手を育成することが目的のひとつでありま

す。そして強い選手を誕生させることにより、ダンス

スポーツの認知度が向上し、多くの若い人の憧れるス

ポーツにしたいと思います。

ダンスの取り巻く環境が大きく変化しようとする中

で、本連盟が果たす役割は益々大きなものになってま

いりました。その責任を果たすべく将来を見据えて役

員一同新年度事業を行ってまいりますので、今後とも

ご理解とご支援のほどよろしくお願いします。



WDSF公認 世界ランキングポイント取得対象競技会

■ルザ 杯争奪 第16回

WDSFワールドオープン スタンダード

前回覇者のエマヌエル組 (世界ランキング 1位)は
欠場となり、決勝では世界ランキング2位のシモーネ

組と同3位のディミ トリ組との対決の様相となり場内

を沸かせましたが、シモーネ組が冷静に自己のダンス

を踊り切り優勝に輝きました。また、スピー ド感溢れ

る動きとダイナミックな踊りで、観客の目を釘付けに

したディミ トリ組は準優勝となりました。

前回、エース石原組は日本選手としては 13年ぶり

に決勝入りを果たしました。

今年もしなやかでスピー ド豊かなパフォーマンスで

観客の拍手を沢山頂きましたが、世界の強豪選手の壁

は厚く結果8位となり、健闘を賛えたいと思います。
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シモーネ。セガトーリ&アネッテ・スドル組
Simone SECATORI&Annette SUDOL(ド イツ)

2014年 3月 9日 (日 )/東京体育館

ロヂャース杯東京オープンは、1999年3月 21日 駒沢屋内球

技場において北辰商事株式会社ロヂヤース太田実社長の後援を頂

き海外選手18組を迎えて第1回がスター トしました。今年は第
16回 となり改装なつた東京体育館に戻り開催、館内は約7500
名の大観衆で大変な熱気に包まれました。今大会は世界のトップ

アスリー ト・ジヤッジを含め19カ 国・地域から参加、海外選手

は53組が出場し、ロヂヤース杯東京オープンに相応しい華やか

な大会となりました。
メインのWDSFワール ドオープン (ユース年齢16歳以上、スタ

ンダード (St):海外選手23組 /国内選手26組、ラテン (La):

海外選手28組 /国 内選手24組 )、 WDSFオープンユース (満
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ディミトリ・ジャルコフ&オーリガ・クリコワ組
Dmitry ZHARKOV&01ga KULIKOVA(ロ シア )

ニコライ・ダリン&
ナタリア・セレディナ組
Nikolay DARIN&Natalia SEREDlNA
(=こ ルドバ)

ソフィー・コボー組
Pasquale FARINA&
Sone KOBORG(デ ンマーク)

フランチェスコ0ガルッポ&
デボラ・パチーニ組
Francesco GALUPPO&
Debora PACINI(イ タリア)

イワン・ノヴィコフ&
マルガリータ・クリメンコ組
Ivan NOVIKOV&
Margarita KLIMENKO(カザフスタン)
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東京オープンダンス
スポーツ選手権
16～ 18歳及びジュニアⅡの 14・ 15歳、St海外選手7組 /国
内選手6組、La海外選手 16組 //国 内選手7組 )が、WDSFラ
ンキングポイン ト取得対象競技となり、さらに併催のU-23オ ー

ルジャバン・ダンススボーツカップ (23歳以下、中学・高校 。

大学の学生 :St25組  La32組 )合計6競技が実施され、延出

場数は海外選手74組  国内選手 120組 合計 194組、究極のス

ピー ドとテクニックを競うハイレベルな競技展開となりました。

WDSFワ ール ドオーブンとWDSFユースオープンの出場選手は

今大会からWDSF規程に従いWDSF登録選手に限られることに

なりました。
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昨年優勝のガブリエレ組は、イタリアのチームディ

アブロでの豊かな経験と身体能力を活かした素晴 l―mし

いジヤンプや、スピー ド溢れるターンで観客を楽しま

せるパフォーマンスを見せ2連覇を果たし、準優勝は

世界ランキング3位のアン ドレイ組でした。

日本のエース久保田弓椰 久保田蘭羅組 (本 L幌国際

大学 北海道)は初の決勝進出、日本選手としては

2008年以来の決勝入りを果たし、第6位 と大健闘し

ました。決勝ソロのパソ ドブレは最初の演技でしたが、

規程の第2八イライ トまで演奏さねず、再演技となり

ましたが、館内の大声援をバックに素晴 l-9し い踊りを

見せ、5種 目最後まで見事に踊り切りました。スタン

ダー ドもベス ト24入 り (同 点20位 )と 、見事なTIB張

りを見せました。
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WDSFよ |ソ 感謝を込めた記念品が大田社長に

贈 られました
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ワールドオープン・スタング…ド優勝

シモーネ・セガトーリ&アネッテ・スドル組

今日優勝するという信念を持ち自分たちのダ

ンスを信じてベストを尽くしました。

ついにこの優勝カップを日本で手にすること

が出来て言葉に表せないほどとてもうれしい

です。長い間、毎年日本の皆様に応援してい

ただいたおかげです。ダンスのテクニックと

二人の一体感とパーソナリティー (個性)を組み合わせて完璧に踊

ればトロフイーが取れると思いました。日本人もドイツ人もとても

生真面目な性格です。ですからダンスでも教わつたことをその通り

パーフェクトにしようとしています。私もですがイタリア人は個性

的に型破りな表現をします。日本の選手にもこれを見習つてほしい

です。あまり厳密さを追求してはいけません。自分達の個性を作り

あげるべきです。次は∃―ロッパ選手権と年末には世界選手権があ

リナンバー 1になることが目標です。

ワ…ルドオープン・スタンダー ド準優勝

ディミトリ・ジャルコフ&オーリガ・クリコワ組 (ロ シア)

時差の影響もあるかもしれませんが実は昨夜

ほとんど寝ていません。でも若いし、いつで

もコンディシ∃ンは最高です。競技会ではダ

ンスのテクニックも大事ですが、やはり感情

表現を大切にしています。良いミユージック

だと楽しく踊れます。私たちは6、 7年前から毎年参カロしています

が、日本の競技会は私にとつてとても特別なのです。何故ならば日

本で初めてフアイナルに残つたからです。日本選手はどんどん上達

してきていますから世界中のいろんな情報を気にせず自分たちのポ

リシーを持ち練習を積み重ねていけば必ず目標が叶うと信じて練習

し続けてください。

ワールドオープン・スタングード日本選手では最高位に輝いた第8位

石原正幸・伊藤沙織組 (ブルボン・東京都)

世界の強豪選手の層は厚く今回は準決勝8

位。残念ですが、世界 トップ選手との実力差

を肌で感じ、実力不足と痛感したので今回の

結果を真摯に受け止め、更にトレーニングに

励んでいきます。基礎的なテクニック、土台

をしつかりと作り上げること。アクシ∃ンや

スピーディーな動きの中にも勢いだけではな

いしつかりとしたテクニックを見せれるように一つ一つ2人で確認

をしながら練習しています。今年も5月、7月、8月 とイタリアを中

心にトレーニングを予定していますので、しつかりと準備をして、

ジヤーマンオープンや世界選手権、そして三笠宮杯などで進化した

パフォーマンスを発揮できるようがんばつていきます !

ワールドオープン・ラテン初の決勝進出を果たしてた第6位入賞

久保田弓椰・久保田蘭羅組 (札幌国際大学)

私たちは今年の東京オープンに向けて、できる限

りの準備をしてきました。これまでの∃―ロッパ

の競技会で、「自分たちの踊りがどのようにジャッ

ジされ、どういう結果となつたか」を自分たちな

りに分析して、コーチと相談しながら、東京オー

プンの直前までレベルアップを図りました。東京

オープン前1週間は、朝6時に起床して、朝8時頃からの1次予選に

体を合わせていく努力もしました。踊り自体の強化の他にも、ドレ

スの新調など、万全の準備をして、東京オープンに臨むことができ
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ました。ラテン・スタンダード両競技に出場したので余計なことを

考える余裕はありませんでした。初の決勝進出を果たすことができ

ましたが、引き続き、∃―ロッパ開催の競技会でも、しつかりと戦つ

ていくため一層の努力を重ねて鍛えていきたいと思つています。

ワール ドオ…プン・ラテン.優勝

ガブリエレ・ゴッフレード&アンナ・マトゥ…ス組 (モル ドバ)

2連覇 がか つていま したか ら少 しプ レッ
呼・ 嗜・

シャーがありました。でも私たちのパフォー ′も

マンスに集中して踊りました。結果を出すと つ

言うよりいかに良い踊りをお見せしようと踊

「

]i:i』:][II:[:『:ili;[|:
は (東京オープンの)ポスターの写真を見てシ∃ックで今年は体を

引き締めてきましたよ (笑い)。 私たちはイタリアのダンスアカデ

ミー、ディアブロに所属しています。他のダンススタジオとは全く

異なる練習やレッスンをうけています。現在約5千人が所属してい

ます。モルドバではダンスはあまり盛んではないので主に∃―ロッ

パやアジアでほとんど競技中心の生活をしています。ディアブロに

所属している関係で週に3、 4日 はイタリアにいます。その間ダン

スの勉強をしたり練習したり指導したりもしなければなりません。

遠征もありますから計画を立てて十分健康管理に気を使つていま

す。メンタルトレーニングやフィジィカルトレーニング(筋 トレ)、

理学的トレーニングもしています。現在ランキング2位ですから今

年中にチャンピオンになり来年も勿論チャンピオンを維持しそれか

らプロに転向したいと思います。若いから時間は十分あります。

ワ…ルドオープン・ラテン準優勝

準優勝 アンドレイ・キセリョフ&アナスタシア・バラエ…ワ (ロ シア)

丁度―週間前にロシアチヤンピオンシップに

出場して成果を上げてきました。昨年ジヤー

マンオープンでは3位になり、自信と誇りを

持つて競技会に臨みました。カップル歴は1

年半、パートナーのアナスタシアは日本の競

技会が初めてなのです。常に競技会では、観

客の拍手を意識してすばらしいムーブメント

をお見せしたいと思つています。ダンスの中にストーリーを作り例

えばジャンプして廻つたり拍手の瞬間を意識して二人のコンビネー

シ∃ン (一体感)を表現しています。コーチはビクトリー 。ニコー

スキー ロシア人、とても尊敬しています。

ユース・スタンダード 優勝 (昨年に続き2連覇)

ラウール・フアリボガ&ロ レダナ・ブテア (ルーマニア)

昨年も優勝しました。2連覇出来てうれしい

です。来年も優勝するすつもりです。ジャッ

ジの前で集中して踊れば結果はついてくると

思いました。カップル歴は6年になります。

(男性は17歳 女性は16歳 )。 二人とも6歳

でダンスを始めました。私たちのコーチでも

ありますフアオラ。ボスコを尊敬しています。

理想の彼についていきます。コーチが僕のダンスの才能を見つけて

くれました。目標はワール ドチャンピオンになることです。

ユ…ス・ラテン 優勝

ディミトリ・エロフィーフ&ディナラ・ムフ

タッデノーワ組 (ロシア)

去年はジュニアⅡスタンダードで優勝しまし

た。(パートナーはアリーナ。カラベテイアン)

カップルを組んでまだ日が浅いので練習をた

くさんしました。カップル歴は僅か6ケ月

(ドイツ)



現在2人とも15歳。毎日学校に行つて勉強して放課後ダンスの練習

に行つたリコーチにレッスンを受けています。ロシアでは10ダ ン

スのチヤンピオンです。次の目標はロシアチヤンピオンシップにラ

テンで出ます。勝ちたいです。5月 にはブラックプールにでます。

観客の前で踊ることが楽しいです。

U23オールジャバン・ダンススポーツカップ スタンダード 優勝

佐丼倭裕 :(東京大学工学部 新OB、 4月から大学院)・ 小寺真莉

子 (東京女子大学 新OG、 4月から社会人)組
2013年全日本学生ダンス選抜競技ダンス選手権 (夏、冬 ) 優勝

∪23は 3回 目の出場で、初出場6位、新4年生

の昨年は藤森春樹さんに負けて2位、今年新

OBl年生でようやく優勝できて嬉しいです。

怪我などもあつて直前1週間は全然練習がで

きませんでした。今 日は、オープンとU23
の両方に出ていたのできつかつたけど気持ち

的には楽しかつたです。オープン本戦はベス

ト24ま で踊れると思つていなかつたので、

∪23の決勝で最後の力を使い切つた後で∪P

JDSF特別請習会開催 備師:ダビデ・カチアリ)

東京オープンの翌日の3月 10日 (月 )、

JDSFダンス トレーニングセンター

(DttC)に おいて、チームディアブ

ロを主宰 しているWDSFテ クニカル

ディレクターのダビデ・カチアリ先生

の講習会が開催されました。講習会前には」DSF神宮周二広

報部顧間の口切 りでダビデ・カチアリ先生のインタビューが

始まりました。  (通 訳 :倉田美奈子さん、一部抜粋編集 )

Q:先生のプロフィールを教えてください。

A:ス タンダー ド、世界10ダ ンスのプロ 。ファイナリス トで

した。2002年 に引退、その後、チームディアブロを主宰 して

います。WDSF新教科書の作成の主筆でもあります。

Q:チームディアブロとは ?

A:日 本、カナダ、韓国、フランス、ポーランド、ロシア、

デンマーク、スペイン、ポル トガル、 ドイツ、スイス、ベル

ギー、イギリスなど、50以上の国か ら約6千人が参加 してい

ます。チームディアブロとは世界アカデミーであ り、大学の

ような専門的な指導者 。スタッフ・コーチ、さらに設備 も揃

えています。イタリアのリミニにメインフロアー、サブフロ

アー、 トレーニングルーム、研修会場、会議室さらに長期滞

在にも備えたアパー トもあり、最適な環境でダンススポーツ

を学び、紹介 しています。コーチはお馴染みのベネデット組、

ガブリエレ組やファビオ・ボスコ、クリステイーナ。フオシェ

ンスカ、ニノ・ヴィッチ等々、彼 らは有名なチャンピオンです。

私が重要だと思っているのは、能力を開発 し、探求 していく

ことです。科学的な技術は、エネルギーあふれる効果的な動

きを一番良い形で作 り出していくと信 じています。ビデオ分

析を用いて12組の優秀な世界的なダンサーカップルの動 きを

研究 して編み出した、科学性のある方法を採用 しています。

Q:日本人選手と外国人の選手とどこが違いますか ?

A:体格や能力は外国人選手と何 もかわ りませんよ。 日本人

は非常に知性が高いですね。ダンススポーツをサポー トして

いく環境が整っています。 日本では、たくさんの世界的に有

名なプロダンサーが来て教えています。 日本にはダンス産業

があ り、日本は大事な国 (マ ーケット)なのです。

Q:身長が低い日本選手は、どうやったら世界の トップにな

れますか ?

していることがわかり、きつかつたですが大変嬉しかつたです。国

内の競技会と異なリオープンでは周りの選手が避けてくれるので組

数が多い筈なのに大変踊りやすく、とても新鮮でした。4月 からは大

学院生と社会人ですが、ダンスはこれからもアマチュア選手で続け

ていきます。当面の目標は三笠宮杯でのフアイナルに入りたいです。

U23オールジャバン・ダンススポーツカップ ラテン優勝

前田典文・藤枝詩乃組 (上智大学 新4年生)・ 藤枝詩乃 (上智大

学 新4年生)

優勝にはびつくりしています。先輩など上手

な人ばかりの中でまさか自分たちが優勝でき

るとは思つていませんでした。ファイナル入

りを目指していました。昨年は∪23に初めて

出て、1次予選で敗退でしたので、今日はと

りあえず思いきり踊ることだけを考えていま

した。今、就活中なので練習時間があまりと

れず、踊る前は少し不安でした。決勝は辛かつ

たです。今年は4年生なので、夏の全日本学

生選抜大会の優勝を目標に頑張ります。

A:身長が低いから負ける、ということはありません。たと

えば、ベネデットを見てください。彼はそんなに身長が高く

ないでしょう。十数年前、ある世界チヤンピオンが私に言い

ました。“身長が182セ ンチなければ、世界チヤンピオンに

なれない。"182セ ンチ以下の選手はチャンピオンになる方法

がなかったのです。今は違います。例えば、背の高いカップ

ルは床に対して70度 ぐらいの傾きがあるとします。でも身長

が低いカップルは45度 ぐらいの傾きを作 り出すことができま

す。これは、大変有利な点です。日本人が世界の トップに行

けることは、何の疑いもありません。

Q:ところで昨日の東京オープンの雰囲気はどうでしたか ?

A:非常に驚きました。海外の競技会とはいぶん違います。

非常にたくさんの観客が来ていました。ヨーロッパでは世界

の トップダンサーのダンスを見ることができますが、観客席

は空席のことがよくあります。ジャーマンオープンやブラッ

クプールはせいぜい2～ 3,000人 の観客数です。東京オープ

ンは約7,500人 ! これはすごいです。

Q:WDSFはどういった方向へ行かれるのでしょうか ?

A:WDSFはスポーツという方向に向かうし、オリンピック

にもつなげていきたいと思っています。スポーツですから

フェアプレイが大事。またアンチ ドービングも大切です。審

判システムも進化しWDSF2.0シ ステムといいますが、4つ の

違った面から、競技選手を見ていきます。一人の審判員がす

べてを審査するということはありません。これもフェアプレ

イのためなのです。

Q:最後はやはり「目指せ、オリンピック !」 にたどり着き

ました。貴重な時間をありがとうこざいました。

その後、カチアリ先生の特別講習会が始まりました。モデ

ルは、チームディアブロに所属する世界チヤンピオンのベネ

デット&ク ラウデイア組、ラテンは昨日の東京オープン優勝

のガブリエレ&ア ンナ組が

務めました。

ビデオ等を交え、基本的

な踊 り方、誤った踊 り方か

ら新 しい実践的なステップ

に進化 。発展させてい く踊

り方の説明、さらには芸術

的な表現方法など、3時 間

にわたり行われました。



華やかなオープンセレモニー、そして、主催者である公

益社団法人日本ダンススポーツ連盟 (JDSF)を 代表して

齊藤斗志二会長が挨拶に立ち、盛大に開催できたことのお

礼を申し上げ、「多 くの協賛企業に感謝。特に北辰商事株

式会社ロヂャース太田実社長様のお蔭を持って、ここまで

ダンススポーツをメジャーにしていただいたことに厚く感

謝申し上げます。」と述べ、第 2のオリンピックといわれ

るワールドゲームズ大会が昨年南米コロンビアで開催さ

れ、ダンススポーツは正式競技として実施、サルサも正式

種日として行われたこと。日本サルサ協会力可DSFに加盟

したこと。ダンス人口を増やすべく国技館で開催されたダ

ンスコレクションも大成功したこと。などに触れ、「2020

年には東京で世界のダンスファンをオモテナシしたい」と

締めくくりました。続いてWDSFを代表してチェアマン

のハインツ・シュペーカー氏より太田実北辰商事株式会社

ロデャース代表取締役社長に感謝の辞があり、齊藤会長か

ら感謝の花束が贈られました。挨拶に立たれた太田社長

は「東京オープンも皆様のお蔭でこれまで来ることが出来

ました。また、安西孝之日本ボールルームダンス連盟会長

優勝したラウール組は、好感の持てる美しく若いカップルで、

に続き2連覇を達成しました。

前回ジュニアⅡスタンダード優勝のデイミトリ。エロフイーフは新

パートナーと出場し優勝しました。

2012年 1月 からスタートしたジュニアアスリートクラブ

の優秀選手の表彰が行われ、2013年度最優秀選手は八谷

和樹 。三橋櫻組 (千葉県)と大西大晶 。大西咲菜組 (富山

県)力難 しました。スーパダンス・ジャパン徽青水長寿

社長から副賞も贈られました。

6

(JDSF理事)は じめ、多 くの幹部の先生にお越しいただ

きましたことを感謝申し上げます」と、万感の思いで感謝

の言葉を述べ館内から万雷の拍手が贈られました。

また、ご来賓のダンス文化推進議員連盟会長の小坂憲次

参議院議員 (長野県DS連盟顧問)は、「日本にダンス文化

をしっかりと根付かせたい。若者のダンス、ダンススポー

ツ愛好の皆様にもスポーツとしてのダンススポーツをどこ

でも楽しんでいただきたい。日本のダンス文化が外国に負

けない素晴らしいものになるように祈念します」とご挨拶

を頂きました。

優 勝  ラウール・フアリボガ&ロ ンダナ・ブテア組 (ルーマニア)

Raul FARIBOGAノ LOredana BUTEA(ROmania)

第2位  ディミトリ・エロフィーフ&ディナラ・ムフタッデノーワ組 (ロ シァ)

Dmitry EROFEEVノ Dinara MUFTAKHEYDINOVA(Russia)

第 3位  リュウ・ カイスン・ サ ム&リ ュウ・ ワン・ ヒン (韓国)

LIU Kai― Sum Samノ LIU Wan―Hin(Hong Kong)

昨年

優 勝

第2位

第3位

ディミトリ・エロフィーフ&ディナラ・ムフタッデノーワ組 (ロシァ)

Dmitry EROFEEVノ Dinara MUFTAKHEYDINOVA(Russia)

ナム・ ギヒョン&ジ ョン・ ソンヒ組 (韓国)

NAM Gihyeon/JEON ScungHcc(KOrea)

八谷和樹・三橋櫻組 (日 本 千葉県)

小坂憲次参議院議員 秋元司衆議院議員 居樹保朗実行委員長



/ヽDSFワ ールドオープン スタンダード

16位  オンクシー グザー・

太田吏圭子組

18位 小嶋みなと。

盛田めぐみ組

ヽ'DSFワ ール ドオープン
ラテン

13位 鈴木祐哉・原田彩華組

第18回 全国ダンススポーツコングレス講習会

東京オープンの前日、3月 8日 東京体育館サブア

リーナで開催されました。

金城庸夫JDSF理事から「JDSFの現状について」

というテーマで机上講座がありました。ダンス界全体

にとって大きな課題である風営法の改正の動きについ

て、昨年超党派の国会議員で創られたダンス文化推進

議員連盟の法改正への動きや、昨年11月 警察庁から認

可された特定指導員講習などの解説がありました。続

いて、乗越夕記子さんの通訳で実技講座に移り、ラテ

ン競技はガブリエレ・ゴッフレード&ア ンナ・マトゥー

ス組がラテンを、スタンダードはベネデット・ベネデッ

ト・フェルッジア&ク ラウデイア・ケーラー組が担当

しました。

そしてガブリエレからWDSFの審査は

*Technical Elemenntsと して

1. Technical details

2.NIusic

3.Partnering detailsが 2ち り

*Artisuc Elementsと して

1. Styles in choreography and Presentation

の4つの面があると解説がありました。

ダンススポーツには才能と技術が大事だが、技術の

方がより重要、として、ダンスを研究しているイタリ

アのチームディアブロで行われている考え方の紹介が

行われ、ダンススポーツは伝統的なボールルームダン

スのエレガントな良さに身体的な能力を利用した、よ

り大きな、よリスピーデイでより美しい動きの表現の

方法、パートナーとの関係などの説明があり、後半は

スタンダードについてベネデット組から解説がありま

した。

|=WLmP― R



平成25年度定例理事会
平成26年 2月 23日 、平成25年 度の定例理事会が、TFT

(東京ファッションタウン)ビル東館 9階907研修室にて

開催されました。事業計画書、収支予算書等については、

定款第38条 で、毎事業年度の開始の日の前日までに、会

長が作成し、理事会の承認を受けなければならないと定

められていることに基づ くもので、理事20名 のうちの16

名と監事 3名が出席されました。

第 1号議案 平成25年度業務執行状況の報告

平成25年 4月 1日 ～平成26年 1月 31日 までの業務執行

状況について、専務理事よリー括して報告があり、審議

した結果、異議なく承認されました。

第2号議案 NPO法 人 日本サルサ協会の本連盟への

加盟の件

加盟申請に至る経緯及び具体的な申請手続きについて

説明があり、異議なく承認されました。

第 3号議案 財団法人 日本ボールルームダンス連盟

(」BDF)と の将来の組織統合に向けた検討

と事業協力の件

将来の理想的なダンス組織のあ り方 としてJDSFと

JBDFと の委員会提案書について説明があり、この方針

で検討を進めることが異議なく承認されました。

第4号議案 機構改革の件

新たな組織として、公益法人としての運営・組織強化

の一環で、業務と収支の抜本的見直しとコス ト削減を図

るための「財務委員会」と、 トップ選手のターンプロ受

け皿等として、WDSF方針に則った「PD(プ ロフェッショ

ナル・ディビジョン)本部」を設置することが、異議な

く承認されました。

財務委員会委員長 :今泉 清隆

PD本部長    :仲 野  巽

第 5号議案 平成26年度事業計画及び収支予算の件

事業計画の重点項目として、

1.ダ ンススポーツ発展の中長期目標達成のための施策

2.公益法人としての運営・組織強化

3.会員組織の再検討

4.選手強化施策

5.その他重点施策

が示され、討議の結果、収支予算とともに異議なく承

認されました。

その他、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関す

る法律 (「風営法」)施行令

一部改正に伴い、政令で定めるダンスの教授に関する

講習として、国家公安委員会に「公認指導員特定講習会」

を申請していたところ、平成25年 H月 28日 付けで指定さ

れたことや、「ダンスを教授する者」の推薦状況などに

ついての説明がありました。併せて風営法のダンス規制

そのものの改正努力についても説明がありました。

′
〉◇

ЮC(国際オリンピック委員会 )

WDSF(世界ダンススポーツ連盟) OCA(アジアオリンピック評議会 )

ADSF(アジアダンススポーツ連盟)公益財団法人日本体育協会 公益財団法人日本オリンピック委員会

公益社団法人 日本ダンススポーツ連盟 (Japan DanceSpott Federation)

企画委員会

会員拡大委員会

業務執行理事会

学校教育検討委員会

アンチドービング委員会マーケティング

本部
PR推進本部

プロック

運営委員会
新審判基準委員会

システム開発部
資格認定委員会

登録管理

システム部 環境委員会

競技支援
システム部 財務委員会

都道府県体育協会 NPO法 人日本サルサ協会都道府県ダンススポーツ連盟 全日本学生競技ダンス連盟

市区町村体育協会 市区町村連盟

認定ダンススポーツサークル・クラブ

公益社団法人 日本ダンススポーツ連盟 組織図

テキスト翻訳プロジェクト

加盟団体

平成 26年 2月 23日 改正

関東甲信越

西部
・東北
・中部
・九州
・北海道 (暫 定 )
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「ダンスコレクションin国 技館2013」 に特別参加 した

「ワールド・ダンススポーツ・ゲームズ」銀メダリスト

で世界を代表するブギウギのダンサーのGrzegorz・

Cherubimski&AgmieszskaoCherubimska(ポ ーランド)

を講師 として、スーパージルバ講習会がDTCに おいて

開催されました。

その講習会の種 目であ るブギ ウギは、競技 ダンス

の一つで、 ス イング系の ダンスの一種 とな ります。

YouTubeで 「Boogie woogie」 と検索すると出てくるの

で、どういうダンスかはご覧いただければと思います。

一般参加者は初日ということで予定より少なかったので

すが、折角のチャンスということで当日事務所に居た方

が率先して参加ということで20名近 くになりました。

講習会では、流石に早いテンポ (Fast)の 方は紹介 (デ

モ)に とどまり、スローテンポの方で、実際の性別とは

関係なく、男女の役割に分かれて、の受講となりました。

足踏みに近いジャイブような足型で、慣れているマン

ボのようなフイガーなので、簡単そうに思えたのですが、

基本のちょっとした違いから、普段慣れている動きと違

うので、弾みで足型を間違えてしまうなど、なかなか手

ごわい一面がありましたが、頭の体操にはなったような

気がします。

講習の 3時間もの間、足踏みというのは、足の負担も

結構なもので、少々限界の感がありましたが、初めての

ジャンル (種 日)と いうことから、たっぷ り楽しみなが

ら、身についた感じはあります。今、思い返してみても、

違ったジャンルを世界レベルのメダリス トから習う機会

というのは貴重で、説明も分かりやす く、良い体験でした。

(広報部 宇久一輝)

晶11薔 く50050〉
上¬F150,000円 (税別)/

付■品セット付 175,000円 (税月J)

光を当ててかざすと、

透けるほどの極薄素材。

(着 用時にシヤツ等が
透けることはありません)

通気牲抜群
`

●生地は速乾性。通気性に優れた
サラサラジョーゼツトを使用。

●ストレッチ性もあり、シワにな
り:こ くい。

●ベストの背中は総メッシュ仕
立て。だから通気性抜群。

T1351 コバステッチ・ベルトループ付ノータックバンツ ¥16,000
丁1355 アジャスター付2タ ックバンツ  ¥16,000
K25015メ ッシュ仕立てエコベスト    ¥17,000

=ゼット
ポリエズ云ル100%)

ウルトラブラツク加工

ストレッチ素材

都
営
新
宿
線

岩
本
町
駅



2014年 3月 23日 (日 )/新宿コズミックスポーツセンター
主催 :全日本学生競技ダンス運盟OBOG競技会運営委員会

全日本学生競技 ダンス連盟OB/
OGダ ンススポーツ競技会は、東京都

ダンススポーツ連盟 (居樹保朗会長)

並びに新宿区ダンススポーツ連盟 (今

泉清隆会長)の支援をいただき、2009

年3月 29日 に第 1回大会が開催されま

した。2011年第 3回大会は東日本大

震災のため中止となりましたが、2014

年第 6回大会も同じDS連盟の支援の

下、3月 23日 (日 )、 東京新宿区のコ

ズミックスポーツセンターにおいて開催されました。

回を重ねるにつれ出場校・参加選手も増え、また、元気

な高年齢層選手も増えたことからロイヤルシエアの競技区

分が新設されました。

午前 9時45分から開会式が行われ、居樹保朗東京都ダ

ンススポーッ連盟会長は「現役時代は皆さん各大学でダン

スの看板を背負ってきた方ばかり。OBになってもダンス

の看板を外さないで欲しい |」 と挨拶し、昨年4月 から全

日本学生競技ダンス連盟会長に就任した舘博教授 (東京農

大 :JDSF理

事)は「盛大

な大会開催と

なり運営委員

に感謝すると

ともに選手は

精一杯頑張っ

てください」

シニア・スタンダード丁・Q優勝
今井正幸・今井由香組

(日 本大学 ン跡見女子短大)

シニア・ラテンC優勝   鈴木彰さんは奥様、お嬢様と出場 鈴木彰・

遠藤幸彦 。ノ」ヽ久保博子組  鈴木美香組 (法政大学 日研口女子大学)鈴木
(東海大学 /一般)   彰・鈴木久美子組 (法政大学 文化女子大学)

と大会関係者選手を励ましました。昨年の団体総合優勝の

東海大学から優勝カップが返還され、宮原教子競技長 (新

宿区DS連盟事務局長)から「出遅れは全て失格、救済措

置一切無し」と注意がありました。今年の選手宣誓は出場

選手最高齢の藤田昌邦 (78歳 )。 藤田ヒロ子 (75歳)組 (日

本大学/白百合短期大学)が行いました。

注目の総合団体優勝は、オープン・スタンダードでは「ま

だまだ弟の藤森春樹 (早稲田大)には負けられない」と頑

張った藤森祐樹組 (東京大学)は兄弟でワンツーフィニッ

シュ。3月卒業したばかりのホープ佐井組が6位に入った

オープン・スタンダード競技と、グランドシニアラテンの

チャチャチャ競技と同ルンバ競技で共に第2位と準決勝に

2組ずつ入賞の東京大学が3競技でトップとなり、追い上

げる電気通信大学を微差でかわし団体総合優勝を果たしま

した。閉会式で田中英和審判長は「ラテンはもっとビー

トをきかして、オープン優勝の三井征爾組 (青山学院大

学)はダントツでした。スタンダードはタンゴカ渇弓い、動

きすぎる。もっと静かなタンゴを | ワルツは良かった。

昨日の講習会の成果があったのかもしれない (笑 )」 と講

評で話されました。閉会にあたり、川回義一 (慶應義塾

大学OB)実行委員長は「東京都DS連盟の支援に感謝。

懇親会も楽 しくや りま

しょう l」 と笑顔騨

しました。終了後会場の

OBOG達は足早に懇親会

場に向かいました。
舘博全日本学連会長、山田淳」DSF専務
理事、居樹保朗東京都DS連盟会長

実行委員長の川口義一 。

豊口佳枝組 (慶應義塾
大学 /嘉悦短大)

総合団体優勝 東京大学

シニア・ラテンS・ R優勝
山田重之・山田真理子組

(名古屋大学
′
名古屋大学)

グランドシニアとライジングスター

W iSFに 初出場の前全日本学連会長
浦 環・浦友子組(東京大学 東京女子大学)

10

前回実行委員長を務めた

西尾浩一 。西尾聖子組
(東京大学 川村学園女子大学)

グランドシニアとW・ SFに 出場の
」DSF常務理事 金子和裕・金子泰子
組(武蔵工業大学 関東逓信看護学院)

スタンダードにラテンに大活躍の京
都府DS連盟会長 谷口主嘉・谷口
小夜子組 (―橋大学 東京家政大)

選手宣誓、出場選手最高齢の

藤田昌邦・藤田ヒロ子組
(日 本大学 /白百合短大)

最高10競技にエントリー大活躍
の大谷晃也・大谷真理子組
(東海大学 桜美林短大)



総合IJl体成績

優勝  東京大学   1184点

準優勝 電気通信大学 1124点

第3位 東海大学 925`点

第4位 早稲田大学   885点

第5位 立教大学

第6位 明治大学

867′点

821′点

現役時代と変わらないダンスを披露し、シエア・スタンダードのW・

SFに優勝 和智健朗・和智喜理子組 (法政大学 武蔵野女子大学)

オープン・ラテン優勝 玉井征爾・

岩澤桃子組 (一般 青山学院大学)

オープン・スタンダード優勝 藤森祐樹・

藤森美奈組 (東京大学 東京女子大学)

賑やかな

懇親会

現役時代に当時最高峰のサンケイ杯

準優勝 ロイヤルシニア、グランドシ
エアに活躍の尾木徹 (慶應義塾大学)

欄プロダクション尾木代表取締役社

長は、今年は向高明日美プロと出場

アマチュアダンス国内最高峰の三笠

宮杯の第 1回1981年 (昭和56年 )、 翌

年第2回の実行委員長国保恵昭。

田中公代組 (慶應義塾大

学 戸板女子短大)

」DSF及 びOBOG会ホームベー

ジを開設 鈴木勝彦・鈴木洋

子組 (明治大学 明治大学)

OBOGの「学連サロンフリーメー
ル」を主宰 満田―郎・石村美
代子組 (上智大学 獨協大学)

高橋修美 。高橋ひとみ組 (福

岡工業大学 福岡女子短大)

新潟大学競技ダンス部OB会長長谷川
裕亮・長谷川浩子組 (新潟大学 一般)

3月 22日 、東京新宿区のコズミックホールにて、世界のファイナリスト、明日の

OBOG大会審判長の田中英和先生をお迎えし講習会が行われました。アシスタント

は東部日本プロフェッショナルチャンピオン三輪和子先生です。

☆競技ダンスの評価の基準として

1.美しい姿勢 2.安定し、合理的な男女の位置関係

3.スムースで伸びのあるムーブメント

4.パワーや存在感というエネルギーレベルの高さ

5.笑顔や美しく品のよいコスチューム、クレバーなコリオグラフイーなどの

プレゼンテーション

の5つが_Lげ られるとして、講習は始まりました。美しいところの理解の解説が

あり、☆Siowttimingは 「ゆつくりなタイミングでなく「ゆつたり/いつぱい=
Full、長く=Long/Longer」 と訳すべき、と説明。ワルツのクローズドチェンジ、

スローフォクストロットのフェザーステップの基本を重点的に講習は進みました。

この日、幅広い年齢層のOBOGが明日の大会を前に大勢集まり、熱心な質問も

あり予定時間を30分超えて終 Fし ました。

九州地区から参加の皆さん 東京都DS連盟の皆さん

中英和先生 学運

“



″ SF/フイシャルパートナー

株式会社ル ボンが文化″社会貢献活動の~環として支援している

「 ドナル ド・キーン・センター  が  申′

2013年 9月 21日 、日本文化を研究し世界に発信してい

る文化勲章受章者 ドナルド・キーン氏の偉業を紹介する「ド

ナルド・キーン・センター柏崎」が新潟県柏崎市に開館し

ました。この施設を運営するのが、公益財団法人ブルボン

吉田記念財団で、その理事長であり、同館の館長を株式会

社ブルボン (以下ブルボン)吉田社長が務めています。

ハドソン川を望むニューヨークの書斎がキーン氏の情報

発信基地と考えられてきましたが、2011年 3月 11日 に東

日本大震災が起き、被災地で懸命に生きる人々を見て、「今

こそ日本人になりたい」、「日本人とともに生き、日本人と

ともに死にたい」と、当時ニューヨークにいたキーン氏は

日本国籍取得の決意を表明しました。

「ドナルド・キーン・センター柏崎が必要だと決意した

のは、キーン先生が日本国籍取得を表明された時でした。

震災後、原発が危ないとタト国人はもちろん、日本人まで海

外へ逃げることも考えた時期に、先生の行為は本当に日本

を勇気づけてくれるものでした」と吉田社長。ニューヨー

クの自宅を引き払うことになったキーン氏の膨大な蔵書を

はじめ家具、レコードのコレクションなど一切を引き取っ

て展示する施設を作りたいと提案されたのが、センター開

設の直接のきっかけとなったそうです。もともと、柏崎と

の間には2007年 以来、キーン氏が大英博物館での原台本

の発見にかかわった古浄瑠璃「越後国柏崎 弘知法印御伝

記」の復活上演で育まれてきた絆があったといいます。

奥深い日本文化の素晴らしさを体感できる「ドナルド・

キーン・センター柏崎」に、皆さんも一度足を運ばれては

いかがでしよう。

このように、ブルボンは文化的社会貢献活動の一環とし

て同館の運営を佃1面支援しているほか、ダンススポーツに

ついても、2006年 より「イオン水」を選手の水分補給用

に提供、以来、運動時の吸収しやすい水として好評を博し、

2007年 からはオフィシャルパー トナーとして三笠宮杯の

特別協賛など「DSFの活動を応援くださっています。心と

身体の健康増進を目指すパートナーとして、」DSFと して

もブルボンを応援して行きたいと考えています。
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里吉美雅氏、

山梨県体育協会より体育功労賞受賞
平成25年 9月 14日 (土 )、 里吉美雅山梨県ダンススポーツ連盟副会長は (財 )||1梨県体

育協会より体育功労者として栄えある功労賞を受賞致しました。

受賞理由は県内地域でスポーツ振興に尽力し、永年に亘ってダンス指導などが認められ

たこと、また里吉氏は県ダンススポーツ連盟の副会長を平成13年から歴任し、普及部長と

して集いパーテイーの運営及び講師などを務め、公認指導員養成講座に於いてもご活躍されま

した。

平成21年には、ジュニア指導員の資格を取得し県内初の子どもダンスうんどうを立ち上げ

毎週土曜日の団体レッスン及びプライベートレッスンを行っております。年 2回の競技会、県

外大会、各種パーテイーでの発表会など積極的に参加しております。本人の持っている経験や

技術・知識を子どもたちに伝えることにより、山梨県のダンスファンを増やしレベルを向上さ

せ普及活動に大きく貢献されることを願っております。

(山梨県ダンススポーツ連盟会長 山崎幸明)
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里吉美雅、和恵ご夫妻

(国民文化祭)



第19回 静岡市ダンススポー

第6回 清水ライオンズクラ
2014年 3月 21日 (金・祝)/清水総含公運動場体育館

静岡市は日本の「子どもダンスうんど

う」発祥の地ともいわれる都市です。

2002年 、静岡市アマチュアダンスス

ポーツ協会 (溝口稔会長)は (財)静岡

市体育協会主催の競技力向上事業に全面

的に協力し同12月 から「子どもたちの
海野美代子大会会長 ためのダンスうんどう」を、小林英夫テ

クニカルアドバイザーの指導を得て翌年3月 まで実施しま

した。その輪は全国に広がり、翌年の東京オープンでは公

開競技、2004年 の三笠宮杯からは (第 1回 )子どもダン

スうんどう大会がスタートし現在も続いて開催されていま

す。子どもたちの成長

や年齢層もさらに広が

り、溝 口稔JDSF競技

本部長の肝いりで2006

年、第 1回 オールジャ

パン・ジュニアダンス

スポーツカップが静岡

プレジュニアSto La優勝
増田健人 。前島莉子組

プレジュブナイルLa優勝
吉田望人・角屋有咲組

プレジュブナイル・サンバ優勝
森 匠英・渡辺梨花組

溝口稔大会相談役と村松道夫清水ライオンズ

クラブ会長と杉山幹彦同幹事

市中央体育館において開催さ

れ、静岡市は全国のジュニアダ

ンススポーツ競技会の先駆的な

役割を呆たしました。

今年 3月 21日 、第19回 静岡

市ダンススポーツ大会において

も6年前のジュニアサークル

「羽衣ジュニア」のご縁で清水

市ライオンズクラブの後援を頂き、第6回清水ライオンズ

クラブ杯プレジュニア大会カツ青水総合公運動場体育館にお

いて開催されました。全員参加のラジオ体操で体をほぐし

てから開会式に入り、清水ライオンズクラブ村松道夫会長

は、「第6回大会を迎えた。日本の明日を担うジュニア選

手育成の事業の一環として支援。これからも意義ある大会

にしたい」と挨拶されました。競技は静岡市選手権など、

一般の部の競技と清水ライオンズクラブ杯はプレジュニア

(中学生以下)と 、プレジュブナイル (小学生以下)、 サン

☆My Dream☆
大庭一枝さん (70歳 )は男性役 (パ ー トナー

は鈴木あけみさん)で “ちゃっきり戦"のス

タンダー ドで 3位入賞、ラテンで優勝を果た

しました。「男性役は楽しいし、女性の動き

もわかるので、まだまだ勉強したいですね。

孫の大庭彩蓮ちゃん (10歳 )(“ プレジュブ

ナイル戦"サ ン

バに出場)が身

長が伸びて大き

くなったら、自

分の ドレスを彩

蓮ちゃんが着て

踊って欲しいと

思っています」

と、夢を語って

くれました。
写真左から鈴木あけみさん、
大庭―枝さん、大庭彩蓮ちゃん

選手宣誓の辻村瑠華・河井彩花組

バ競技 (小学 4年生以下)が競われました。

スタンダード優勝 服部潤彦。高橋えみ子組 ラテン優勝 中山優里・大田ひかる組

こどもたちに村松会長からライオンズクラブ杯の表彰 出場者全員参加のラジオ体操
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第23回 岩手県ダンススポーツ
2014年 3月 2日 (日 )/岩手県滝沢市総含公園体育館

第 71回 国民体育大会

第23回 岩 手

県ダンススポー

ツ大会が、岩手

県滝沢市総合公

園体育館におい

ギ曇]即 し1わて 国体
広げよう感動。伝えよう感謝。

て開催されました。岩手県は2016年 に第71回国民体育大

会「希望郷 いわて
「

1体」が開催されることが決定してい

ます。岩手県滝沢村は人「15万 5千人を超える「人口日本

一の村」から「住民自治日本一の市」を[]指 し、平成26

年 1月 1「]か ら,竜汐(市 となりました。i竜ツ尺市はチャグチヤ

グ馬コ (ち ゃぐちやぐうまっこ)の Jlと して知られ、毎年

6月 に開催される華やかな馬具を纏った馬の行列のお祭り

です。1978年には選択無形民俗文化財に指定されました。

今大会は、滝沢市誕生祝賀イベント&いわて国体応援イベ

ントの大会でもありました。柳村典秀滝沢市長ご夫妻も熱

′亡ヽに観戦され栗田良実会長が解説にあ

たりました。ダンスを踊られる柳本J‐典

秀滝沢市長は「体育館の床がもしも傷

ついたら、いくらでも何回でも取 り換

える。いわて国体に向けて行政として

も大いにダンススポーツに力を入れた

い」と温かい励ましのご挨拶をいただ

きました。

大会は、A級～ D級戦、 2・ 4・ 6級戦、ミドルシエア

戦、グランドシニア戦、ロイヤルシエア戦、さらにハイパー

シエア戦そして団体で勝負を競うみちのくサークルチーム

千葉英明 。千葉順子組

(岩手県DSC)

対抗戦の合計28競技が

行われ東北 6県は勿論、

遠く広島県、愛知県や関

東各県また東北6県さら

に岩手大学競技舞踏部も

出場、合計275組 が出場

しました。

また、岩手県DS連盟はジュニア・ユー

スの選手育成強化にも力をいれており、

2013年 岩手県ジュニアランキングに従

いラテン第 1位千葉隆矢、菅原優菜組

と、第15回東京オープンダンススポー

ツ選手権ジュニア I(13歳以下)に出

場 し、2013年 67号DDDの チャレンジ

コーナーで紹介した松谷侍虎 (し ど)・ 松谷空歩 (ら ぶ)

組が優秀選手として表彰されました。ジュニア選手の目覚

しい躍進が楽しみです。

ダンススポーツの普及活動のイベントとして開催され

た「みちのくサークルチーム対抗戦」にはスタンダード、

ラテン合わせて17

チームの参加があ

り、チームの選手

の応援でも会場は

大 いに盛 り上が

り、熱戦が繰 り広

げられました。 (左 から)斎藤善則実行委員長、中道俊之岩手県
DS連盟副会長、栗田良実同会長、滝沢市教育委

員会事務局国体推進室高橋永さん

デ摯

採点回収を担当した岩手大学の学生さん

挨拶する柳村滝沢市長

●
０
なA級 ラテ 彰式

柏 翔悟 。矢羽々咲子組  吉田武将・田中悦子組

(岩手大学競技舞踏部)   (青 森県DSC)
山下和男・山下千佳子組  大澤弘典・大澤智子組

(岩手県DSC)     (山 形県DSC)

14

A級 スタンダード表彰式

小西健太・中島悠組

(岩手大学競技舞踏部)
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ム3月 3日 の盛岡タイ

升谷 尭・盛川フミ子組

(花巻ダンススポーツクラブ)

松岡親史・佐久士志津子組

(ダ ンススポーツサークル

イーハトーウ)

スタンダード優勝 :山形ラ・フランスチーム

ジュニア優秀選手表彰式

県内のダンスサークルでダンスを始めてみませんか ?

岩手県ダンススポーツ連盟  加盟サークルー覧  (2014.3.10現在)

地 区 市 町 村 サークル名 活動場所 活動曜日・時間

1

岩 手 岩手県内

岩手県ダンススポーツクラフ 県内全域 各選手が各自

岩手フレンズ 県内全域 各選手が各 自

」DSF岩手ダンススポーツ応援団 県内全域 会員各自

盛 岡
盛岡市

及び近郊

西部ダンススポーツ 盛岡市西部公民館 毎週水曜 日18:30～

月が丘ダンススポーツ 盛岡市青山地区活動センター 毎週 月曜 日18:00～

ダンススポーツ アヒルの会 盛岡市上田公民館 毎週水曜 日18:30～

7 ダンスサークル ル・レーブ 奥羽キ リス ト教センター 毎週水曜 日20:00～

ダンススポーツサークル ラベンター 盛岡市青山地区活動センター 毎週木曜 日13:00～

盛岡たんぽぽタンススポーツクラブ 仙北児童 センター 毎週火曜 日19:00～

都南ダンスサークル 都南公民館、 夕ロッコ館 毎週木曜 日19:00～

11 ダンススポーツ プラス・ワン 盛岡市青山地区活動センター 毎週火曜 日13:00～

カサブランカ ダンススポーツサークル 大慈寺老人福祉 センター 毎週水曜 日13:00～

野菊ダンススポーツ 夏雫石青少年H、 冬雫石公民館 夏火曜・冬金曜19:00～

ダンススポーツサークル イーハトーヴ いわて生協・緑が丘組合員C 毎週水曜 日18:30～

盛岡天昌寺ダンススポーツクラブ いわて生協 あし 毎週月曜 日10:00～

タンスサークル チェリー 盛岡市地区仙北活動センター 毎週 日曜 日10:00～

ダンススポーツ絆 特に定めなし 会員各自

花 巻 花巻市
花巻タンススポーツクラブ 花巻市総合体育館 毎週火曜 日19:00～

ダンススポーツ石鳥谷 石鳥谷生涯学習会館 毎週金曜 日19:00～

県 南

北上市

北上市民ダンススポーツ同好会 さくらホール 毎週木曜 日19:30～

北上ダンススポーツクラブ 北上市北地区交流センター 毎週火曜 日19:30～

ステップ・ワン北上 キタカミダンスアカデミー 毎週水曜 日20:00～

サークルまきせ ―ヽ トパル きたかみ 随時

ダンスサークル チャチャ 北上市鬼柳地区交流センター 毎週金曜 日19:00～

水沢市
シルエット 長岡地区生涯センター 不定期土曜 日19:30～

奥州ダンススポーツクラブ い さわ総合体育館 毎週水曜 日19:00～

―関市
ボディーアー トー関 Ysダ ンスクラフトレーニンクC 」火・土、大人月・水・金

大東ダンススポーツクラブ 摺沢 しっぽ うホール 毎週 日曜 日18:30～

大船渡市 大船渡 椿ダンスポーツ リアスホール 毎週月曜 日19:30～

大槌町 大槌ダンススポーツクラブ 大槌町大ケロ公民館 毎週 日曜 日19:00～

県北 二戸市 カシオペア タンススポーツ 二戸市 シビックセンター 不定期金・日19:00～

※ 入会 に関する問合先 :会 員サポー トセ ンター 090-1935-9000(l‖ 原 )

6級スタンダード表彰式

6級ラテン表彰式
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2013ダ ンススポーツ世界選手権大会ジュニアⅡスタン

ダードと直前イタリア「チームディアブロ」での大西大晶、

大西咲菜組のトレーニングの模様をお伝えします。

10月 26日 (土 )に ロシアのモスクワで行われるジュニア

Ⅱスタンダード世界選手権に出場するにあたり、最終調整

のためイタリアのテームディアブロでのトレーニングに参

加しました。20日 (日 )モスクワ経由でイタリアに向かい

ましが、離陸までの時間が1時間ほどかかり、モスクワ到

着も1時間半ほど遅れ、 トランジットデスクは大混雑、結

局ホテル到着は5時間遅れの夜11過ぎとなりました。次の

日も空港行のバスカ40分遅れ、そんなトラブルに見舞われ

ながらも、無事21日 の昼ごろにはイタリアのモリネッラに

到着しました。

トレーニングIFF
「コンペティションスタイルプラクティス及び
ベーシックコリオグラフィープラクティスに参加」

19時 20分からスタートし、ラテン3ヒ ート、スタンダー

ド5ヒ ー トに分け約50組が試合さながらのパフォーマン

スを繰り広げました。東京オープンのラテン優勝ガブリエ

ルとアンナ組も参加しており、会場は世界のトップ選手の

パフォーマンスに刺激され熱気に溢れていました。また大

晶・咲菜組以外にもジュニアⅡスタンダード世界選手権に

出場予定の選手 (コ ーチは、ボスコたち)も参加していて、

互いに良い刺激になっていたようです。デイアブロのトッ

プコーチ達が選手達の踊りをチェックしていて、レッスン

の時などに、選手達にフイードバックをしていました。ス

ピード感、ムーブメント、クオリテイーいろいろと肌で感

じた練習会でした。

トレーニンタフ FF
「プライベートレッスン及び

=ヽ
フォーマンス

プラクティスに参加」

プライベートレッスンでは、テックニックのみにとどま

16

選手強化音5大西 早織

らず、腹筋・腕立て・ス

クワットも行い、ボデイ

を強く意識することを確

認しました。その後20時

30分 より、パフォーマン

スプラクテイスに参加し

ました。内容は下記です。

・ブリッジ (サ ンバの曲

で足首を鍛える)3分
・ライズ3分

・棒を持ってローテー

ション (チ ャチャチヤ

の曲に合わせて)2分を5セ ット

・ナチュラルターン (2月 節ヽかけて)5分
・リバースターン (2月 節ヽかけて)5分
・スタンダード5種目をスローテンポとノーマルテンポの

2曲 (1曲あたり3分間)計10曲連続で踊る

。男子は片手 1キ ロのウェイトを両手に持ってのホールド

をキープ

女子は棒を持って脚を前後に開きローテーション

1曲 2～ 4分を10セ ット

この日は22時15分に終了しました。相変わらず、とて

もハードなトレーニングでした。

トレーニング θFF
「プライベートレッスン及びコンペティション

スタイルプラクティス ロベーシックコリオグラフィープ

ラクティスに参加」

プライベートレッスン終了後、20時 よリコンペティショ

ンスタイルプラクテイスとベーシックコリオグラフイープ

ラクテイスに参加しました。

今回のコンペティションスタイルプラクテイスはスタン

ダード選手とラテン選手は別会場で、試合を想定し4ラ ウ

ンド5種目の踊りこみをしました。スタンダードの会場で

の進行を紹介します。
。第1ラ ウンド。1曲 1分40秒、4ヒ ートに分け約26組が参

カロ

・第2ラ ウンド。 1曲 1分40秒、3ヒ ートに分けて行う
。第3ラ ウンド。1曲 1分40秒、2ヒ ートに分けて行う
。第4ラ ウンド。 1曲 1分40秒。ファイナルを想定し5曲連

続で踊る

ベネデット・クラウデイア組も参加していました。彼

らは自分の生徒たちと別ヒー トで踊 り、みんなの踊りの

チェックもしながらも、素晴らしいパフォーマンスを繰り

広げていました。また、その後10種 目のベーシックを踊

プライベー トレッスン

コンペティションプラクティス



けることになりまし

た。先ほどの踊 りの

フイー ドバックを元

にレッスンを受ける

ことで、テクニックの

みならずエナジーと

スピー ド、ムーブメ

ントも改善されハー

ドなが ら有意義な一

日でした。

イタノアからロシアヘの働 F
世界選手権の舞台となるロシアモスクワに向けての出発

日です。午前中に髪型とメイクの指導を受けました。

イタリアからモスクワヘ、ヘアメイクをしたまま行くこ

とになり、入国するとき止められるのではないかと、ひや

ひやしましたが、特に問題なくパスポートチェックを無事

通過する事ができました。迎えの車に乗り、約 1時間でホ

テルに到着しました。ここでもう一組の代表の藤井・石垣

組、帯同役員の峯さんと合流しました。

世界選手権

世界選手権に臨むにあたり2人と話し合い、併催競技会

には出場せず世界選手権ジュニアⅡ一本に絞って臨みまし

た。イタリアでのトレーニングの成果を発揮し、体力面や

エナジーが最後まで衰えず踊りきることが出来、準決勝に

勝ち進むことが出来まし

た。

これか らはユース・ア

ダル トに戦いの舞台を移

しますが、 さらに精進 し

てダンスに磨 きをかけて

いってほしいと思います。

(大 会の報告 はDDD70号

P18に掲載)

トレーニング4FF
「プライベートレッスン」

最終チェックの日です。朝 7時30

分から開始しました。イタリアでの

ベネデット・クラウデイアのプライ

ベートレッスンで、よリクリアな音

楽表現としっかりしたポスチャー、

正しいテクニックを身につけ、エナ

ジーとプレゼンテーションが向上し

ました。

コンペティションプラクティス3日 目

メイクアップした咲菜 モスクワで代表2組
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elI立25周年記念祝賀会開催
2014年 3月 15日 (土)/ホテルセンチゴ

金子和裕
静岡県DS連盟会長

左から齊藤会長、静岡県体育協会・

石川恵一郎専務理事、中日新聞東海
本社安達晋事業部長

静岡県ダンススポーツ連盟の創立25周年記念祝賀会が

盛大に開催されました。

静岡県DS連盟は平成元年静岡県アマチュアスポーツダ

ンス協会 (初代会長 :橋日明男氏)と して発足。初代会長

の橋日明男氏、さらに平成4年に第2代会長に就任した金

子和裕氏の強いリーダーシップの下、様々な困難を乗り越

えて組織拡大を図り、平成 5年、日本アマチュアダンス協

会 (」ADA)に加盟、平成16年 に静岡県体育協会に加盟。

将来のオリンピックや国体参加を見据えたスポーツとして

のダンススポーツの普及を図り、25年の間に飛躍的な発

展を遂げました。設立総会の時の出席者は171名 でしたが、

現在は東京、神奈川、茨城、千葉に次ぎ約2500名 を擁す

る組織に成長。」DSFを リードする県の一つに大きく発展

しました。

この日、サークルの演技発表は13時からスター トしま

した。ダンスタイムを挟

み静岡県DS連 盟加盟各

サークルのフォーメー

ションや、多数の競技選

手など次々と登場 し、開

宴直前の17時 まで演技発

表は繰り広げられました。

「ダンスは楽しくなきゃ l」

という金子泰子会長夫

人を中心としたサークル

静岡県教育委員会教育長
安倍徹

天野―静岡県レクリエー

ション協会会長の乾杯

Style"も 披露されました。

祝賀会の冒頭は「富士の国静岡 三保の松原と霊峰富士」

のナレーションで始まり、25年間の歴史を大型スクリー

ンで振り返りました。

オープニングショウは、子どもダンスうんどう発祥の地

に相応しく、ジュニア・ユースの子ども達が元気よくサン

バとチャチャチャで飾ってくれました。冒頭、金子和裕静

岡県DS連盟会長 (」 DSF常務理事)は盛大な祝賀会開催

の御礼とともに「スポーツとしてのダンスの普及に努力し

てきた。今日から新しい10年 に向けて一歩を踏み出した。

オリンピック、国体参加に向けて齊藤斗志二会長の下に組

織を一つにして進みたい。ダンススポーツは大きく変化し

ている。今日はその変化をデモンストレーションで観てい

ただきたい|」 と挨拶。続いて安倍徹静岡県教育委員会教

育長は、川勝平太県知事の祝辞を代読し「ダンススポーツ

を通じて、ソチオリンピック同様県民に夢や感動を与え、

ライフステージに応じて多様な形でスポーツに親しむこと

ができる “ふじのくに"生涯スポーツ社会の実現にご支援

をいただきたい」と挨拶されました。引き続き齊藤斗志二

」DSF会長 (静岡県体育協会会長)は、「東京オープンも

皆様のお蔭で大成功した。功労表彰を受けられた皆様には、

まだまだこれからも連盟にお力添えをお願いします。全国

の始まりは静岡から|」 とご挨拶がありました。続いて今

日の連盟を築き発展させた功労者の表彰式がありました。

天野一静岡県レクリエーション協会会長の乾杯のご発声

があり祝宴に入りました。

大西大晶 。大西咲菜組による祝賀デモに続き、スペシャ

ルデモはWDSF(世界ダンススポーツ連盟)世界チヤン

ピオンのベネデット・フェルッジア&ク ラウデイア・ケー

ラー組による新しいダンススポーツの踊りを解説を交えな

がら披露、見 (魅)せてくれました。

特別功労者表彰

特別表彰

齊藤斗志二」DSF会長

功労者表彰 優秀選手表彰
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盛大なダンスタイム
大西大晶 。大西咲菜組による祝賀デモ
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前回のジルバはいかがでしたか ?

は、踊っていてワクワクするものです。

ラテンの軽快なリズムに乗って踊るジルバ

今回は、老若男女を問わず、世界中多くの人々に親しまれているダンス、ブルー

スを解説したいと思います。イギリスでは、スロー・リズム・ダンスとも呼ばれ、

前後に歩く、足を閉じるの二つの動作で踊れる易しいダンスです。場所をとらず |

に小さい動きで踊れるダンスですので、家庭の中でも気

クォーター・ターンとは、1回転の 1/4回転、つまり90度
回転するターンと言うことです。混み合つているフロアーで

は、他人とぶつかるのを防ぐため、回転せずに踊ることもあ

ります。最初は回転しない足型①を繰り返し練習し、次に回

転する足型②に進んでください。

ｈ
Ｊ

6 ・ヽ

ブルースでは、男性、女性が向かい合い、体が軽く接するぐらいの位置に立ちます。

①男性の右手は女性の肩甲骨の下を軽く包み込むようにします。

②男性の左手は女性の右手を軽く握り、両肘は横へ軽く張つて、背巣筋を伸ばします。

③女性の左腕は、男性の右手に添うように軽く上にのせ、左手は、男性の肩の下数センチぐらいのところに置きます。

④女性の右手は男性の左手で軽く包まれます。

⑤女性は、男性の右ホール ドの中に立ちます。

⑥ブルースはパーティダンスとして踊られますから、込んだフロアーでは肘を張らないで、ホール ドを小さくして、

歩幅も小さくして踊ります。

《頭 クォーター・ターン・ツー・ライト

1(ス ロー )

男性 左足前ヘ

女性 右足後ろヘ

2(ス ロー )

男性 右足前ヘ

女性 左足後ろヘ

3(ク イック)

男性 左足横へ (右回転)

女性 右足横へ (右回転)

4(ク イック)

男性 右足、左足に閉じる

女性 左足、右足に閉じる

《】クォーター・ターン・ツー・レフト
クォーター・ターン・ツー・ライ トの裏返 しがクォーター・

ターン・ツー。レフ トです。したがつて男性は後退、女性は前

進、3歩日で左に90度回転します。

クォーター・ターン・ツー・ライ トと同じように、回転しない

足型①から練習し、回転する足型②に進んでください。

1(ス ロー )

男性 左足後ろヘ

女性 右足前ヘ

2(ス ロー )

男性 右足後ろヘ

女性 左足前ヘ

3(ク イック)

男性 左足横へ (左回転)

女性 右足横へ (左回転)

4(ク イック)

男性 右足、左足に閉じる

女性 左足、右足に閉じる
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去る2月 23日 、第36回 大阪府 ダ

ンススポーツ競技会が盛大に開催

されました。大阪府は近畿地方 (関

西)の中心で京都府・兵庫県・和

歌山県 。奈良県 。三重県・滋賀県

に囲まれています。それぞれの県

の出場選手にとっては大変地の利

が良く、又、会場は地下鉄駅四つ

で大きな荷物がある選手の移動に

一

/大阪市立西成区民センター

2011年 10月 10日 (日 )、

第31回奈良県ダンスス

ポーツ競技 会に出場

し、「 キ ラ星 集合 l」

で紹介 した櫻田りく。

親川未来組 (10歳 と11

歳C級 ラテ ン第5位 入

賞、DDD第62号掲載 )、

この日はB級 ラテンに

出場 し、第4位 に入賞、

ジュニア選手として成

長をみせてくれました。

スタンダー ド競技 は出場組数が

約250組 と多いのですが、ラテン競

技には出場組数が少な く、さらにジュニア、学連の選手

の参加を期待 したいと思い

ます。

」DSF関 東甲信越ブロック

2名、西部、九州プロック各

1名 に」PBDAと JBDFの 審査

員を交えた5名 の審判員によ

り審査が行われました。

B級 ラテン優勝 東篤志 。高塚さえこ組

2014年2月 23日 (日 )

ました。

高木恭介競技長 (右 )と 、天

道貞一ステージマネージャー

橋『岸里駅』すぐ近く

も便利な会場です。

B級 、C級 、D

級、1級 、3級、4

級戦のスタンダー

ド、 ラテン競技で

パワー全開です。

B級 ラテ ン (サ ン

バ、チャチャ、ルンバ、決勝でパソドブレが

入 り4種 目)で は大阪府DSC東篤志 。高塚 さ

えこ組と同志社大学舞踏研究会の横井雅之 。

宮本真衣組の熱戦が注目されましたが、東篤

志・高塚組が優勝 し、C級ラテン (チ ャチャ、

ルンバ、決勝でパソドブレが入 り3種 目)で
は横井雅之 。宮本真衣組が見事優勝を呆たし

B級スタンダー ド優勝 安達隆浩 。二村奈美子組

☆ My Dream☆
3級戦スタンダー ドに出場 した倉田逸男 (80

歳)、 長谷川しづ子組は、カップル歴 3ケ 月で今

回、3回 目の競技会出場です。倉田逸男さんは以

前はウォーキングをしていましたが、ダンスは音

楽に乗って踊ると楽しいので、競技会にはまって

しまったとのこと。「地獄で舌を引き抜かれない

ように、閻魔様に表彰状を届けるために優勝する

まで頑張ります」と、大張り切りの毎日です。

パー トナーの長谷川しづ子さんも、「今は優勝目指して頑張ります」

と力強い言葉で語ってくれました l

立ち見客も出るほど大盛況 !

競技前に行なわれた熱の入る練習風景

B級戦スタンダー ド表彰式 B級戦ラテン表彰式

C級戦スタンダー ド表彰式

C級戦ラテン表彰式



明日の流通をリードする
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