


この度の大会は「新型コロナウイルス感染」の影響が大きく、各区市の皆様は大変苦労されたこ
とと推察いたします。練習が出来ず選手の派遣も大変だろうと心配しておりましたが、それでも全
12区市からの参加を頂きました。ありがとうございました。
大会、主管団体としても感染予防に全力をつくして、無観客大会の実施を決めました。さらに、

会場入口での検温、手指の消毒、接触部分の定期的な消毒に加え、換気に配慮した窓の開放を繰り
返し、フロアーで一時に踊る組数を減らし、選手にはマウスシールドを配布するなど、役員、選手
の皆様には色々と無理なお願いをいたしました。それにも関わらず、皆様のご協力の下、大変熱気
のこもった大会となったことを感謝いたします。そして今年も優勝は江戸川区さんでした。おめで
とうございます。

実行委員長
小林 克実

今年はコロナ禍で参加チームが少ないなかとはいえ、昨年、一昨年に引き
続き三連覇を達成することが出来ました。
今回は自信満々のメンバーが揃い、私自身も欠場するつもりは更々あり
ませんでしたし、出場に難色を示すダンサーなど一組もいませんでした。
結果は7組中4組が優勝、2組が準優勝、1組が5位と満点に近い成績を収
めることが出来ました。試合後は今まで以上に盛り上がりたいところでは
ありましたが、祝勝会は泣く泣く自粛しました。　　　　監督　桑田 義孝

なんと三連覇で～す！

2020年9月6日(日)　駒沢オリンピック記念公園総合運動場 体育館

令和2年度 都民生涯スポーツ大会 ダンススポーツ

団体戦
優勝

江戸川区

ソーシャルディスタンスに配慮した
競技フロア

久しぶりの大会を成功させ
役員たちも一安心
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特別版特別版 栗原 正和･早苗 組（あきるの市）栗原 正和･早苗 組（あきるの市）
都民生涯スポーツ　シルバー1ラテン相当

はじめまして。都民生涯スポーツ大会から「かがやいてますね」にご
指名頂きありがとうございます。私達はシルバー1ラテンにあきる野市
代表で参加した栗原組です。
ダンスを始めたキッカケは夫婦2人の老後の楽しみのためから。それ
が競技の世界に踏み入れたのは、あの映画『シャルウィダンス』がきっ
かけでした。同じ目的の為、向上心を持って競い合い、磨き合う姿に
惹かれました。
2000年11月、狛江市競技会4級戦で、私達はデビューしました。そ
の後試合を重ね、練習しないと勝てないねから、練習しても勝てない
ね、に変わりましたが、一貫して上を目指し練習・試合に臨んでいます。
2019年8月は順調に試合を重ね、前半戦でラテン、スタンダードとも

１／２昇級し、いよいよA級が見えてきていました。その矢先、奥多摩
山中で野生の熊と一戦を交えるハプニングに遭遇。世界広しと言えど
も、熊と試合した競技選手は私だけでしょう！
　場所は奥多摩。趣味で始めたわさび田から帰ろうとしたとき、崖崩
れの様な音に振り返るとすぐ後ろに140センチほどの熊が尻もちをつ
いてこちらを威嚇しています。最初から襲うつもりで問答無用!! 頭の
中で逃げるな離れるなと、熊と並ぶ形で座ったままの攻防戦になりま
した。機敏で柔軟に大きな口でこちらの腕を狙い、鋭い爪で太腿、胸
を引っ掻きます。私の服などすぐボロボロになり血だらけ、そこでふと
首を掴んで水のなかに頭を沈めたら勝てるのではという思いがよぎり
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かがやいてますねかがやいてますねかがやいてますね
ました。隙を見て試すとバランスを崩し絵
に描いたように仰向けに転落、水の中か
ら目と口を開けてこちらを睨みつけます。
傷ついた体では押さえつけたのは15秒位
が限度。熊は恐ろしい力で起き上がり５
メートルくらい離れて威嚇していましたが、
フイと後ろを向いて一目散に逃げて（？）行
きました。
幸い素手で熊に勝利し追い払う事が
出来ましたが重傷でした。不幸中の幸い
は足と美顔、動脈、神経が助かったこと
で、一命を取り留めました。
1ヶ月の入院中ギブスの手をバンザイし

シャドー練習をしてたところ、婦長さんから
怒られました。退院直後から練習再開、
2020年は藤沢市の試合からフロアに立ちましたがパートナーの肉離
れで棄権、2ヶ月間の療養後、試合を申し込みましたが、新型コロナ
ウィルスにより全て中止に……そんな訳で神様からもう一度頂いた
命！都民生涯スポーツ大会に参加出来た事は万感の思いです。
コロナウイルスに負けず身体が続く限り、障害を持った両手を忘れ
A級を目指して頑張りたいと思います。
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次回の「区市短信」は東京城西ブロック・多摩東ブロックの担当です。

　連盟発足から数度の会長交代が続
き、何もわからずのスタート点につい
て早5年が過ぎました。綿密な引き継
ぎを望むべくもなく何の書類もないま
ま、会長として職務を遂行しておりま
すが、東京都ダンススポーツ連盟の皆

様、他区市町村
の役員の方々に
御迷惑をお掛け
することのない
よう努力する所
存です。
　平成5年の連
盟発足から27

　日野市ダンススポーツ連盟は、昭和61
年に創立し、平成10年に日野市体育協
会に加盟いたしました。ただし競技選手
が少なく、連盟加入者も少ないので、僅
か３サークル８名の理事が連盟を担って
おります。年間の主要行事としては、新

春・春季・秋季ダンスパーティーに加え、「日野市民大会ダンスの
集い」を開催して参りました。
　すべての行事に毎回大勢の方々に参加して頂いております
が、なかでも「日野市民大会ダンスの集い」には、日野市以外から
の参加者も多く大盛況となっています。正規競技種目にはない
ジルバも加えた3種目を、全員参加の競技会形式で踊り、５賞を
来賓の方々に選んで頂くなど、参加者全員が楽しめる企画・運
営をして参りました。
　競技会を開催出来ない日野市において、唯一の連盟活動は

年が経ちます。令和の新しい年となりこれからと思いきや、
世界中を巻き込んでいる新型コロナウイルス感染症で、ダン
ス界においても今年の予定が総崩れになっている状況です。
そんななか、6月からの一部緩和により練習会を開催するこ
とが出来るようになりました。しかしながら日本特有の蒸し
暑さのなかで、換気の問題、三密の問題とダンススポーツと
して一番必要な要件を満たすことが不可解になり、マスク着
用、手指の消毒、換気、休憩等を取りながらの練習会を続け
ております。
　この状況が早急に収束し、皆が待ち望んでいるダンスス
ポーツの醍醐味を一丸となって楽しめる時期が、一刻も早く
再開することを切に願っております。

大田区ダンススポーツ連盟
会長　熊谷 善徳

ダンスパーティー。
それは弱小連盟
綱渡りの活動で
した。コロナ禍の
新しい生活様式
でパーティーを開
催することは、当
連盟の継続が危ぶまれるほどの難題です。これまで、都民大会・
生涯スポーツ大会・市町村大会などの団体戦の人選に苦慮しつ
つも何とか参加する努力をして参りましたが、ダンスから退く方々
も増え、コロナ同様に先の見通しが立ちそうにありません。
　ダンス愛好者の皆様、自分の心と体を上機嫌に保ち、免疫力を
落とさず、踊れる環境が戻るまで毎日を一所懸命に生きましょう！

日野市ダンススポーツ連盟
事務局　菊地 孝子

　現在は立川市・昭島市の加盟二市になってしまいましたが、
大会その他で多摩全市で「多摩ダンススポーツ振興会」を立上
げ、協力・運営をして居ます。例年立川市で開催される西の都民
大会が2月2日に終って、4月26日の「多摩中央ブロック大会」
の準備に向ったその矢先、新型コロナウイルスの感染急拡大で
大会は中止。申込みをされた30組余りの方々に返金作業……
これは大変でした。
　同じように大会中止をせざるを得なかった区市の皆さんも、
同じ思いをされたかと思うと何ともいいようがありません。期
待を胸にエントリーされた皆さんありがとうごさいました。次
回も是非ご出場を。この多摩中央ブロック大会を開催し縁を深
めてのパーティー・研修旅行も次年度以降に持ち越しです。9
月に入り体育館での催しが許され始め、人数制限などにも注意
しながら、これからに向け何とか感染を防ぎながら行っていき
たいと思っております。

立川市ダンススポーツ連盟　会長　稲田 義四千

　葛飾区の競技会で使用している「エイトホール」が、2020
年 10月から翌年3月までの予定で改装中です。その影響で
例年シーズン開幕早々に開催していた競技会は、4月に延期
開催の方向で調整中です。選手の皆さんのご参加をお待ちし
ています。今年は3月からのコロナ禍の影響による活動自
粛、加えて後半は活動の中心にしているエイトホールが使え
ず、連盟の主体的な活
動はほとんど停滞して
いる状況です。都民大
会の中止・不参加、ダ
ンスパーティの自粛、
毎週行われている自由
練習会、初心者講習会などが中止となり、葛飾区ではダンス
の灯が消えたようになってしまい、寂しい限りです。マスク
をして踊るのも違和感がありますね。

葛飾区ダンススポーツ連盟　理事長　山ノ井 健樹

多摩中央ブロック東京城東ブロック
（葛飾区）

大田区大田区

日野市日野市
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次回の「加盟団体のひろば」は豊島区・小金井市の担当です。

区市短信



　2020年9月19日（土）、新宿スポーツセンター２階会議室において、定例の派遣
理事会に先立ち東京都ダンススポーツ連盟臨時総会が開催されました。当日の議案
は東京都ダンススポーツクラブ（東京DSC）に関する「都連内規」の廃止について。同
内規は平成15年2月施行、同24年5月に改定されたもので、旧日本アマチュア競技ダンス連盟東京支部から解散移行した
東京DSCを、都連の加盟団体とするにあたっての諸条件を定めたものでした。
　東京DSCが都連メンバーとなってからすでに16年以上が経過しました。その間に、都連の一員として重要な役割を果

たしてきた東京DSCを、改めて他の区市連盟と並ぶメンバーとして迎
え入れるための諸条件共通化が議案の意図でした。また同内規の廃止
については平成30年にJDSFからの指示も下されています。
　会議中の質疑応答においては、都連内での位置づけなどについて、柳
堀政道東京DSC会長をはじめ幾人かの出席者からの意見があり、討議
を経て議案は原案どおり可決。都連内規は廃止されました。

令和2年度 東京都スポーツ功労賞を受賞しました。おめでとうございます。

東京都DS連盟加盟団体の

豊島区ダンススポーツ連盟 ・ 羽村市ダンススポーツ連盟 が、

会員の賛成多数で都連内規廃止を決議した

議案の法的整合性を説明する
清水法制部長
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11/21 土 第 40 回三笠宮杯ダンススポーツ選手権　場所：川崎市等々力アリーナ
11/22 日 第 40 回三笠宮杯ダンススポーツ選手権　場所：川崎市等々力アリーナ
2021 年
1/31 日 第 72 回都民大会　場所：立川市泉市民体育館
4/4 日 ダンススポーツフェスティバル in 東京オープン
 場所：駒沢オリンピック記念公園 体育館
10/24 日 関東甲信越大会　場所：茨城県ひたちなか市
11/6 土 ダンススポーツフェスティバル in 東京 2021
 場所：駒沢オリンピック記念公園 体育館
11/7 日　 新第 41 回三笠宮杯ダンススポーツ選手権
 場所：駒沢オリンピック記念公園 体育館

臨時総会報告
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