
　このたびの新型コロナウイルス感染症により、健康や生活に影響を受けられている皆様
に、心からお見舞い申し上げます。
　昨年 4月と新年 1月 8日に、政府による緊急事態宣言の発令があり外出の自粛や経済活
動の一時休止要請などにともなって、日常生活が大きく変わっています。ダンススポーツ
に目を向けましても、国内大会、国際大会をはじめ、多くのイベントが延期や中止を余儀
なくされ、これまで当たり前でありましたダンススポーツに参加する機会が著しく減少し
てしまいました。
　そのような中、会員の皆様方にはダンススポーツと当連盟の活動・継続
にご理解とご尽力を賜り、心からお礼を申し上げます。皆様との素晴らし
いつながりが都連にとって一番の財産です。多くの方々が大切に育ててき
たその貴重なつながりを、情報の共有や日本スポーツ協会によるスポーツ
イベント開催に向けた「感染拡大予防ガイドライン」を厳守したイベント
開催等により強固なものとしていくことが私たちの務めだと考えています。
　私はダンススポーツの持つ力が、現在の停滞感を一掃する明るい未来を
見通し、この状況を打破する日が必ず来ると確信しています。それまで、
ダンススポーツが私たちにとって身近な存在であり続けるため、皆様方のご協力を賜りま
すよう、心よりお願い申し上げます。ダンススポーツを愛する人達が協力してこの大変な
時期を打破したい。もちろん、コロナ下での運動不足による身体能力低下も心配されます
ので、あくまで健康に留意しながらダンスも楽しんで頂きたいという思いです。
　今年は東京都ダンススポーツ連盟が創立 45周年を迎えます。このひとつの節目の年を新
たな飛躍への地固めとしたいという思いで一杯です。依然として予断の許さない状況が続
いておりますが、ダンススポーツの力を信じ、感染予防対策に万全を尽くしながら、皆様
が安心してこの素晴らしい愉しみを心身ともに満喫して頂けるよう、全力で努力を続けて
いく所存でございます。

　結びになりますが、新型コロナの終息を願
うとともに、皆様方におかれましてはご自身
の健康には十分に注意されるとともに、ご家
族やご友人と健やかに過ごされること、そし
て 2021年が復活と飛躍の年となることを祈
念致しまして、新しい年のごあいさつとさせ
て頂きます。

東京都ダンススポーツ連盟 会長　 

篠 田  龍 佑

都民生涯スポーツ大会（2020.9）

ダンススポーツフェスティバル in 東京 2020
（2020.10）

ダンススポーツ
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2020年の初頭から新型コロナウイルス感染症対策及び緊急事態宣言の発令等もあり、全国的にダンス関
連イベントや競技会等の開催を自粛して参りました。そんななかでもダンススポーツの素晴らしさを発信し
ていくため、スポーツ庁からの指導に則りJDSF新型コロナウイルス感染症対策マニュアルの徹底遵守の上で、

本大会を開催することができました。これは関係各方面の方々及び当日役員、並びに
エントリーして頂いた選手のみなさんのお陰だと深く感謝申しあげます。

2020年10月17日(土)・18日(日)　駒沢オリンピック公園 総合運動場体育館

ダンススポーツフェスティバル in 東京 2020

大西 大晶 ･ 大西 咲菜 組（富山県）
　2020年、初めての出場する日本の大会ということもあり、今までにないくらい緊張してい
ましたが、踊りはじめるとスイッチが入り、大会を楽しむことができました！
　声援を送れない中、拍手などで応援を下さった方々にとても励まされ、いい踊りをす

ることができたと思います！
　また、このような状況の下でも、大会を開いて下さった方々や、進行していただいた
役員、スタッフの方々に心からお礼申し上げます！
　次は三笠宮杯なのでラテン、スタンダード共に優勝出来る様に頑張ります。
※ 大西組はこの決意通りの活躍で、2020年11月21−22日に開催された第40回三笠宮杯全日本ダンス
　 スポーツ選手権で、ラテンで優勝、スタンダードで準優勝という素晴らしい結果を勝ち取りました。

A級戦 スタンダードJDSF 表彰式表彰式 A級戦 ラテンJDSF 表彰式表彰式

この度はコロナ禍の大変な中で大会を開
催して頂き、関係者の皆様に感謝申し上げま
す。今回、B級スタンダード戦で優勝することが
でき、大変光栄に思います。私たちはヤングサーク
ルがきっかけでカップルを結成し、2020年で３年
目となりました。今年度、スタンダードについてはさ
らに練習を重ね、A級競技会へ挑戦していきた
いと考えています。これからも仲良く楽しく、10ダ

ンスを踊っていきたいと思
います。

私たちは東部学連に所属しており、初めて
のアマチュア戦でおよそ10カ月ぶりの大会とい

う試合。緊張もしましたが、その中で楽しく踊り、
結果、優勝できて嬉しく思います。また、今大会が

開催できましたのも、運営の方々や審査員の先生方のご
尽力の賜物であると、感謝しております。

　私たちカップルの最大のネックは身長の低さであり、それ
を補うためにこれまで大学４年間をかけて必死にチャレン

ジし続けてきました。時には結果がついてこず、苦い経
験も味わいましたが、それを通して自分たちもダンサー
として、そして人間として成長できたと感じています。

　今後は積極的にA級戦にも挑戦していき、アマ
チュア選手の先輩の方々に挑戦していきたいです。

大場 彰 ･ 岡本 愛菜組（埼玉県） 丸尾 順哉 ･ 松本 梨沙組（東部学連）

A級戦 スタンダード＆ラテンJDSF 優勝優勝

B級戦 スタンダードJDSF
優勝優勝 B級戦 ラテンJDSF

優勝優勝

B級戦 ラテンJDSF 表彰式表彰式

スタンダード
大会併設三笠宮杯選抜戦

ラ テ ン
大会併設三笠宮杯選抜戦綾野 晃志郎・長澤 穂乃花組

（目黒区）
海老原 竜太 ･ 須田 美咲組

（千葉県）

B級戦 スタンダードJDSF 表彰式表彰式

優勝優勝優勝優勝

実行委員長
早坂 健一
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次回の「区市短信」は東京城南ブロック・多摩西ブロックの担当です。

　小金井市内にはスタジオジブリのアトリエがあり、
『トトロ』や『借りぐらしのアリエッテイ』に登場するよ
うな小高い丘や冷たい湧水が流れ込む小川、ジブ
リ映画のワンシーンのような風景がすぐ身近に広
がっています。コロナ下でのダンス自粛中も、サーク
ル会員さんたちは恵まれた環境でそれぞれ散歩を
楽しみ、体力維持に努められていたそうです。

　さて、小金井ジュニアNYCの活動報告をいたします。2020年2月
に武蔵小金井駅前の宮地楽器ホールで開催した「第15回チャリティー
ダンスパーティー」の折にアトラクションとして演技発表する機会を頂き、
フォックストロット・サンバ・ジャイブのメドレーを披露しました。ジュニア5人は
アラビアンナイト風の衣装を着け、可愛らしくお化粧し、少ない練習量に

もかかわらず精一杯頑張りました。
　ただ翌月にはコロナ感染拡大で、小学校も閉校となりサークル活動も
出来なくなってしまいました。今後のジュニア育成をどうしたらよいだろう
か？ 講師の田島正浩先生に伺うと、オンライン指導に切り替えるというご
提案を頂き、早速小金井体協とも相談して、東京都体育協会にオンライ
ン指導への移行を追加申請しました。ジュニア達にはパソコンの使い方
を覚えてもらい、それ以降はオンラインレッスンを実施しています。一方で
練習会場が確保できた場合は対面レッスンに切り替え、PC画面では
分かりづらいステップを集中的に練習しています。只今の私はジュニア
達との触合いが一番の楽しみです。   

小金井市ダンススポーツ連盟
事務局　小松 有紀子

　多摩東ブロック調布市ダンススポーツ連盟の最
近の活動状況について、報告させて頂きます。
　新型コロナウイルスの影響でダンスの活動が出
来なくなった時期が有りましたが、年末までの数カ

月間は講習会を再開しておりました。講習会の時はシャドウで、個々の練習の時は組ん
で踊っており、練習後は必ずアルコール消毒を行うこととしています。講習会の内容は
全てにベーシックを基本としており、初心者及び上級者の方でも再度ベーシックを習
いたい方を対象とした初心者講習会と中級者を対象とした中級者講習会があります。
　初心者講習会では、簡単なステップを美しく踊ることを基本としています。講習内容
は、立ち方・組み方・姿勢等と身体の使い方と音の取り方等々です。上級者の方が初心者
の方にコーチしていますので、口コミ等で初心者の方が最近多く参加されています。講
習会の回数は月に４回程度で、参加人数は毎回約20名程度です。
　中級者講習会も難しいステップはあまり入れずに、美しく踊ることを基本にしてい
ます。会員が固定してきておりますので、最近は少し上級のステップも取り入れるよう
になってきました。講習会の回数は月に６回程度。参加人数は毎回約35名ほどです。
　またSNS でサークルの友の会を作り、会員間の情報交換の場として情報の共有化を
推進しており、現在62名の方が参加されています。さらに年に２回JDSF のトップア
スリートの方に来て頂くコングレスも開催します。本物の踊りを目の前で鑑賞でき、競
技者の方には踊りの参考に、また一般の方は楽しんで頂いております。
　皆さんにこれからもダンスを通じて楽しく、また身体共に健全な身体作りをして頂
きたいと思っております。　　　調布市ダンススポーツ連盟　派遣理事　麻奥 直美

　城西ブロックは東京の西部に位置する豊島区、板橋区、中野
区、練馬区、杉並区の５区からなり、今回の報告は杉並区が担
当することになりました。
　2020年は新型コロナウイルスという人類を脅かす感染症
のパンデミックに見舞われまして、杉並区ダンススポーツ連
盟の事業計画も3月開催予定の公認競技会「杉並区ダンスス
ポーツ大会」が中止になったのをはじめ、区共催「初心者ダン
ススポーツ講習会」、春の「ダンスパーティ」、そして会員が楽
しみにしている区体育協会主催「杉並区民体育祭」、秋の「ダン
スパーティ」、東京都シニアスポーツ振興事業「ダンススポー
ツ体験会」のすべてが中止になってしまいました。その中で唯
一、通年事業「会員育成会」の講習が一部（1月〜2月）（10月〜
11月）だけ活動できました。ただ、感染拡大を受け会員の安全
を第一にこの事業も中断しております。
　新型コロナウイルス感染が
ますます勢い増す中の年末年
始でしたが、各自で「ステイホ
ーム」を徹底し、2021年のな
るべく早い時期に元気な姿で
皆様と踊れる日が来ることを
願っております。
　杉並区ダンススポーツ連盟　会長　国定 利光　

多摩東ブロック東京城西ブロック

小金井市小金井市

B級戦 ラテン

C級戦 スタンダードJDSF 表彰式表彰式

C級戦 ラテンJDSF 表彰式表彰式

D級戦 スタンダードJDSF 表彰式表彰式

D級戦 ラテンJDSF 表彰式表彰式

1級戦 スタンダードJDSF 表彰式表彰式

1級戦 ラテンJDSF 表彰式表彰式

2級戦 スタンダードJDSF 表彰式表彰式

2級戦 ラテンJDSF 表彰式表彰式

3級戦 スタンダードJDSF 表彰式表彰式

3級戦 ラテンJDSF 表彰式表彰式

シャドウ練習に励む

ベーシック中心の初級講習会

かがやいてますねかがやいてますねかがやいてますね 高橋 龍一郎・早坂 直子（墨田区）高橋 龍一郎・早坂 直子（墨田区）

DSF in 東京 2020　B級戦スタンダード

４年前の春、東京体育館で東京オープンの素晴らしいダンスを観戦しながら、高い天井を見上げてダン
スの神さまに「私も踊りたい。どうか踊らせてください」とお祈りしました。それから１週間のうちにお見合いを
してカップル結成。やっぱりいるんです、ダンスの神さま。2020年は練習時間も十分にとることはできませ
んでしたが、ダンスの神さまが出会わせてくれたカップルとして、これからも精一杯頑張っていきたいです。

3

次回の「加盟団体のひろば」は北区・狛江市の担当です。

区市短信
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　「華のあるカップル」—— 会
場がどこであれ、つい見てしま
いますね〜、ところで、私の中
では「華」＝「笑顔」とも思っ
ています。
　早いもので私が初めてダンス
の撮影を始めて 35 年ほど経って

しまいましたが、当時も今も「フロアのカップルを平均に撮影す
る」は、カメラマンとして大切なポイントです…… が、取材後に
写真整理を始めてみると、笑顔の素敵なカップルの枚数が多いな
あ、と感じることが度々です。
　とは言うものの、笑顔の素敵なカップルの魅力は何なのでしょ
うか？ それは、周りを「幸せな気持ちにしている」に他ならない
と思います。
　自分以外の人をも幸せな気持ちにさせてしまう、大好きなダン
スでそんなことが出来れば、本当に素晴らしいことですよね。長
年そんなことを考えていると「表情も重要なテクニックのひとつ」
と思うようになってきました。
　では、そのようなダンスを実践するためには、いったいどうす
れば良いのでしょう？ あまり上手に踊れない私がいうのも何です
が、やはり十分な練習なのだと確信しています。

　「 練 習 は 人 一 倍 や っ て い る
よ！」、そんな声も返されそうで
すが、私が思うのは「ただの練
習」ではありません。「心からの
楽しい練習」、言葉を変えると

「幸せな練習」とも言えるかも知
れません。自然に笑顔になる、
そんな練習が大切なのです。

　何度か訪れたことのある練習会で、初めから終わりまで「怒っ
ている」と感じられる参加者を見かけたこともありますが、練習
で笑顔になれないカップルが、本番で「素晴らしい笑顔に」なれ
る訳がありません。
　加えて「怒る」という感情
の時、心の余裕はありません
し、湧き上がってくることもネ
ガティブなことばかり、と思い
ませんか？ 自分以外の人までも
楽しい気持ちにさせられる——  

それは素晴らしい才能であり
「技術」でもあると思います。幸
せな気持ちのダンスを「練習の
時から実践する」ことこそ、テ
クニックの上達にも大きなプラ
スになることではないでしょうか。
　もし日常生活も含めてそのよ
うな時間を自分のものにできれ
ば、趣味のダンスだけではなく、人生そのものもより楽しくなる
と思えてなりません。そのためにも、先ずは始めの一歩を「楽し
い気分・幸せな気持ち」で踏み出したいなあ、と思うこの頃です。

3/7 日 JDSF・東京都 DS 連盟技術認定会
 第 30 回新宿区 DS 連盟技術認定会
 場所：大久保スポーツプラザ
4/4 日 第 12 回 DSフェスティバル in 東京
 第 14 回東京都プレジュニア DS 大会
 場所：駒沢公園体育館
6/6 日  令和 3 年 春季大会／第 73 回都民大会 DS
 場所：駒沢公園体育館
6/26 土 45 周年記念パーティー　場所：京王プラザホテル
9/5 日 令和 3 年度 都民生涯スポーツ大会
 場所：駒沢公園体育館
10/24 日 関東甲信越大会　場所：茨城県ひたちなか市
10/31 日 ねんりんピック岐阜 2021 ／第 33 回全国健康福祉祭ぎふ大会
 場所：岐阜県高山市
11/6 土 DSフェスティバル in 東京 2021
 場所：駒沢公園体育館
11/7 日 第 41 回三笠宮杯 DS 選手権
 場所：駒沢公園体育館
11/14 日 全国都道府県大会　場所：三重県津市

プロカメラマンのみた

～笑顔の
素敵さ

～笑顔の
素敵さ

寄 稿

東京都DS連盟公認カメラマン
西田 おさむ
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