
　ある日、東京都ダンススポーツ連盟より「ねんりんピックかながわ
2022」に出場の連絡があり、「まさかこの歳で…」とびっくりしました。
　私たちは過去 4 回出場し、金メダル 3 個、銅メダル 1 個をいただい
ています。16 年前の静岡大会でチームの皆さんと励まし合って楽しく
踊ったことを思い出し、もう一度頑張ってみようと思い、それからは
体調管理や体力づくりをし大会当日を迎
えました。
　ところが何と開会式で 90 歳の主人と
87歳の私たちがリーダー・パートナーそ
れぞれで最高齢者賞に選ばれ表彰されま
した。もう感激です。頑張って参加させ
ていただき本当に良かったです。
　50歳のころから 2 人でダンスを始め、
5 年後に競技ダンスに出会い怪我や体調
不良もありましたが、競技ダンスが私た

ちの生きがいとなり長く続けてきたおかげでこ
の素晴らしい賞が頂けたのだと思います。
　団体戦では緊張しましたが、チームの皆さん
に「次は阪田さんの番だよー」、と声をかけて
もらい応援してもらって、私たちは今できる精
いっぱいの演技を楽しく踊ることが出来まし
た。もう年のことなどすっかり忘れてしまいま
した。競技ダンスは年齢に関係なく趣味がスポーツとして目標になり
長く挑戦し続けてこれました。

　ねんりんピックに参加したおかげ
で、まだまだ元気に踊り続けたいと
思っています。

　令和 5年　あけましておめでとうございます。

　東京都ダンススポーツ連盟の皆様には、お健やかに新年を迎えられたこととお慶び申し上げます。

日頃は本連盟活動に多大なるお力添えを賜り、厚く御礼申し上げます。

　昨年は新型コロナウイルス問題で行事が満足に行えず、ダンス界にとっても未曾有の厳しい年で

した。混迷を極めた急激な円安、生活必需品の値上げ、ロシアによるウクライナ侵攻に端を発した

海外情勢の変化など多くの変化がありました。一方、スポーツ界ではサッカーワールドカップで日本

代表の熱戦、大リーグ大谷翔平選手のベーブルース以来104年ぶりとなる大リーグ史上初の快挙

など嬉しいニュースもありました。本連盟でも、延期になっていました創立45周年記念祝賀式を

盛大に開催することが出来ました。これもひとえに会員の皆様のご協力のお陰と心よりお礼申し

上げます。

　今年の干支は兎（卯年）です。卯年には「これまでの努力が花開き、実り始めること」と言った

縁起の良い年だそうです。本連盟も今までの数年間から大きく「飛躍」し大きく「向上」する年に

したいと思います。令和5年もダンススポーツの普及と発展の為に活動を続けて参りたいと思いま

す。どうか皆様、今年もよろしくお願い致します。

　新しい年が更に良い年となりますよう祈念いたしまして新年の挨拶とさせていただきます。

新年 のご挨 拶新年 のご挨 拶
東京都ダンススポーツ連盟  

篠 田  龍 佑会　長

阪田 ゆたか・阪田 きよこ 組
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 2022 年 を振り返って

2021年度の東京都ダンススポーツ連盟の活動を総括し、2022
年度の活動方針を決定する通常総会が、5月21日 13：00か
ら新宿スポーツセンターで開催されました。新型コロナ感染症
への対応もあり、各加盟団体の代議員の出席を1名に限定、会
場への来場に加えZoomでの参加も依頼するハイブリッド型総
会となりました。

ラテン部門　優勝！　
スタンダード部門　優勝！　
総合優勝！！
2022年9月25日千葉ポートアリーナで
関東甲信越ブロック大会が行われました。
選手同士の応援にも熱が入り「団体戦って
楽しい！」との声も聞かれた素晴らしい
チームでした。

区市ともにメンバーを揃えるのにも大
きな苦労が伴ったようですが、20の区
市が団体戦に参加し日頃の練習の成果
を競いました。栄えある優勝旗を手に
したのは江東区。初の優勝を勝ち取っ
た選手団は大きな喜びに包まれまし
た。また同時開催のDS大会には447
組の選手が集い、観客も含めて大変盛
況な大会となりました。

東京都ダンススポーツ連盟は2021年に創立(前身の東京都アマチュ
アダンス協会)から45年を迎えました。従来から周年祝賀会が計画
されていましたが、新型コロナ感染症による未曽有のパンデミック
状況から１年間順延し、日本ダンススポーツ連盟を始めとした全国
からの来賓を招いて2022年5月に開催されました。

2021年度通常総会

２０２２ダンススポーツ
関東甲信越大会

第75回都民体育大会 春季大会
第75回東京都民ダンススポーツ大会

東京都ダンススポーツ連盟
45周年祝賀会

5月21日（土） 新宿スポーツセンター　２F大会議室

9月25（日） 千葉ポートアリーナ

5月29日(日)　駒沢オリンピック公園 総合運動場体育館

5月1日（日） 新宿京王プラザホテル コンコードボールルーム

１位
２位
３位

江東区
大田区
江戸川区

４位
５位
６位

杉並区
小平市
新宿区

７位
８位

府中市
世田谷区

団体戦順位

常勝の大田区チームをついに上回った江東区選手団に喜びがあふれる
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あゆみと取組
　1988年（昭和63年）八王子ＡSD協会創立

（99年「八王子市DS連盟」と改称）１年後には
八王子市体育（現スポーツ）協会に加盟、初代 
会長を中心に役員、関係各位のご指導とご
支援ご協力の賜物と伺っております。当連
盟は34年間培われてきた経験と伝統を如何

に守り発展させて行くのか「競技ダンスとエンジョイダンス」をどう併用して 
行くのか、超高齢化の中でダンス愛好者も高
齢化が進み、特にこの２年間は新型コロナウイ
ルスの感染拡大防止対策のため各種催事が
延期中止になり活動が停滞しました。そのため
サークルの解散、高齢化、会員の減少等があ
りました。このような状況をどう克服して行くの
か、若い人達にどうしたら興味を持っていただ
けるか、厳しい状況に直面しております。当連
盟は2022年（令和４年）12月現在10サークル

　2019年末より、全世界を震かんさせた
「はやり病」、コロナの幾度かの波に人々の
心まで弊害させてしまった。毎日、テレビで
放映される陽性者の数におののき、サーク
ルの活動停止、会員の自粛が多くなり会話
にも気を使い、ましてダンスなどと、すっか
り洗脳されてしまった様であった。

　数多くの競技会が中止となる中、練馬区民体育大会のダンス競
技会は幸いに欠かすことなく続けていくことが出来た。平成６年
に体育協会に加盟し、２年後の平成８年より区の競技会して開催
することが認められ、今年は平成で３４年

（2022年）が26回目となり「長く続けられた
な」と悦に思っている。
　だが、年々参加者が減少しており、２０２２
年は最小ではあったが10組の申込みと10
人の役員とで開催することが出来た。全６
区分で計画し、男女共組相手を変え参加す
ることがＯＫ、さらに１カップル500円で

　あきる野市は東京の西のはずれに位置し、風
光明媚な緑と清流の町です。１年中楽しめる
河原でのバーベキューや魚釣り。夏の水遊
び、キャンプ、ハイキング、温泉浴など、まさ
に東京のオアシスです。新鮮な農産物の直売
所は大評判で、夏の時期のトウモロコシの直
売は、甘さ抜群で大人気の一品です。さて、そ

んなあきる野市は人口約８万人、ダンス愛好者は、３4年前の連盟設
立時には400名を超えていましたが現在は会員の高齢化に伴い半数
以下になってしまいました。現在、同好会、研究会の2つのサークルが
所属し、月曜・火曜（昼間）・水曜・木曜・
金曜日と、土曜初心者講習会の、６部門
で活動しています。活動場所は、体育
館、公民館を使用しています。会員の居
住地は、市内以外に周辺10市町から参
加しています。事業活動は、ダンスス
ポーツ大会開催・総合スポーツ祭ダン

で構成（役員3、理事13　計16名）し、会員140余名、選手登録会員
60余名、昨年、一昨年は新型コロナウイルスの感染拡大対策防止と
してほとんどの催事が中止になり活動が停滞しました。令和４年（2022
年）コロナ禍ではありましたが７月24日 第54回東京都市町村総合体育
大会〈ダンススポーツ団体戦〉が八王子市で開催、３年ぶりに第76回八
王子市民スポーツ大会の一環として第13回DSF in 八王子（クローズ
戦）第34回八王子市DS大会（オープン戦）８月27日（サマーDP）・11月
５日（オータムDP）＝シニアスポーツ振興事業として「ダンス講習会」第

１回目はL（176名）・第２回目はSt（185名）を
開催。講師には名越 慎悟・名越 明子組を迎
えて、すばらしい講習会＆ダンスパーティーでし
た。
　最後に健康第一にみんなで力を合わせて

「明るく、楽しく、元気良く」ダンスを健全な生
涯スポーツとして頑張って行く所存であります。

八王子市ダンススポーツ連盟
会長　原田 喜平

２区分に参加出来る気楽な大会とした。区の主催であるため参加
者と役員は保険に入ることが必須で、開催される週の金曜日には
プログラムを区に持参し記載されている人数分の保険料を支払
い、万が一にも対応している。１組で３区分程度のエントリーが
あり、延べ30組となりまずまずの結果となった。
　会場は区の７体育館のうちでも観覧席のついた一番広い競技
場でもあり、競技中はマスクなしで１ヒート10組以内のヒート割
を行い、密を気にせずに開催することができた。
　区民へのＰＲは月３回発行される区報に一回だけ掲載される
ため、約一千枚の申込書を区役所、区の公共施設の34か所に数十

枚ずつ置いてもらっている。また、日頃開催
されているフリーパーティーにも参加し、
親しい主催者のパーティーでは説明の時間
をもらうなど、地味に営業努力を行ってい
る。

練馬区ダンススポーツ連盟
会長　石川 隆史

ススポーツ大会主管・産業祭出演・新春ダンスパーティー主催・隔年
西ブロック大会主管・チャリティーダンスパーティー主催、社協へ寄
付。初心者講習会は年間開催（43年間継続）あきる野市スポーツ協会、
ＪＤＳＦ東京主催の競技会等役員派遣。都民大会、市町村大会、生涯
スポーツ大会団体戦へ選手団派遣等を行っています。さて、課題は全
国いずこも同じ悩みだとは思いますが高齢化による会員減少です。
高齢者は、車の夜の運転は不安で運転しない方が多くなり、又運転免
許証返納される方も多くなりました。活動している６部門のうち、５
部門は夜の活動なので、より深刻な状況に悩んでいます。いかにして
社交ダンスに興味を持ってもらえる年齢層の幅を広げるか、昼間の

会場に定期的な空きがないか、ダンス
スポーツの健康維持への効能など宣伝
活動の強化等、会員募集の宣伝活動を続
けていこうと考えています。

あきる野市ダンススポーツ連盟
会長　福田 智行

あきる野市あきる野市

八王子市八王子市

練馬区練馬区

競技場の半面を使っての大会
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　令和 4年 11 月 23 日（水）東京都体育協会のジュニア育成推進事

業として、小金井市の宮地楽器ホールにて、ジュニア発表交流会が

ありました。

　ファシリテーターには、小金井ジュニアNYC講師の田島正浩先生

が就き、ご近所の国立市からも杉崎加代子先生・友美先生がファミ

リアダンススポーツクラブの子供達を引率され、雅彦先生も同行さ

れました。今回は、東京都の市・区を超えてのデモ発表を主とした

交流機会となり、新宿区からも篠田沙代子先生がキッズクラスを引

率されました。

　初心者～競技選手までが、其々に個性豊かなダンスを踊り、会場

も笑顔や暖かな雰囲気に包まれました。

　ジュニア発表に続き、夕方まではシニア発表のイベントもあり、子

供から大人まで生涯学習としての特性も楽しめる1日となりました。

小金井市ジュニア発表会
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田 島  正 浩

3/18 土 DSF in 日野　場所：日野市市民の森ふれあいホール
4/1 土 第 16 回 DSF in 東京　場所：駒沢オリンピック公園 屋内球技場
4/2 日 第 17 回 DSF in 東京　場所：駒沢オリンピック公園 屋内球技場
5/20 土 2022 年度通常総会　場所：新宿スポーツセンター会議室
6/4 日 第 76 回都民体育大会春季大会・第 77 回東京都民ダンススポーツ大会
 場所：駒沢オリンピック公園 屋内球技場

9/16 土 令和 5 年度 都民生涯スポーツ大会　場所：駒沢オリンピック公園 屋内球技場
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