
　4月14日から断続的に発生している熊本地震により被災された皆さまへ心よりお見舞い申し上げます。
　私たちダンススポーツを愛する仲間やその家族・親戚・友人等がこの災害により大きな苦しみや悲しみの中に
いると思うと本当に心が痛みます。
　今、私たちにできることは、地震が一日も早く収まることを祈るだけではなく、震災直後の厳しい環境を少し
でも改善したり復旧に必要な支援のほんの一部にでも関わることだと思います。
　東京都ダンススポーツ連盟では、様々な大会・イベント等の開催時に「熊本地震義援金」の募金活動を致します。
会員・ダンス愛好会の皆様のご理解・ご協力を賜りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

（写真：4月29日多摩中央ブロック大会での募金お願いと贈呈セレモニー）

 　前夜半からの雪がうっすらとフロントガラスに残り、光輝いていました。8時少し過ぎたばかりの寒いなか既に100組を超す選手の皆
さんが列を作っていました。立川で開催される都民大会は、泉体育館では初開催です。３年前国体開催で新装され、空調も整えられたこの
会場でジュニア48組、全体で500組近い参加を頂き、大変盛大に開催されました。
　都議会議長杯はA 級戦スタンダード、ラテン、立川市長杯は最も出場者の多いC 級
戦スタンダード、ラテン、それぞれの優勝者に授与されました（写真）。
　選手の皆さん、役員の皆さん、遅くまでご協力ありがとうございました。

　昨年からの服装自由化で、今年も楽
しい雰囲気の中競技は終了しました。
　ある違和感から「靴は規定集通り」
と付け加えるべきと反省しました。
JDSF では14歳未満は一般女性が履
く5ｃｍ超の靴は禁止されています。
ハイヒールは子供の足首や膝・股関
節・背骨等に大きな負担が掛る為で
す。ダンス技術の向上のみならず、子
供達の発育を考慮した思いやりある
指導が、ジュニア指導員には求められ
ていくと気付かされました。

ジュニア育成部長
綾野　和子

東京都民ダンススポーツ大会第６２回

Ａ級 ラテン
渡辺安登・石垣真衣（ブルボンDSC）

　今回は東京都民ダンススポーツ大会のA級スタ
ンダードの部で優勝することができ、本当に嬉し
く思います。今年一番初めの試合ということもあ
り、始めは少し緊張
もしましたが、会場
全体の雰囲気も良
く、多くの方々の応
援のおかげで緊張
もほぐれ、楽しく踊
る事が出来ました。
本当にありがとう
ございます。今年一
年、どんどん踊りを
進化させていける
よう頑張っていき
たいと思っていま
すので、応援よろし
くお願いします！

　今回、東京都民大会に出場させていただき、ラテ
ンで優勝することができ、嬉しかったです。沢山の
方々に応援していただき、とても気持ちよく踊る
ことができました
こと、感謝いたしま
す。他の選手の素晴
らしいダンスにも
感動し、私達ももっ
と頑張らなければ
と思いました。
　これからも、高校
１年生として、ダン
スと勉強の両立を
頑張っていきたい
と思いますので、今
後とも応援よろし
くお願い致します。

　思ってもいなかっ
た優勝を戴き、まずは
パートナーの榎本さ
んに感謝したいと思
います。また一生懸
命に御指導下さって
いる村岡先生御夫妻・
所属している町田サ
ンデー会の仲間にお
礼を申し上げたいと
思います。来年もレベ
ルアップしてまたこ
の会場に立ちたいと
願っております。

2月7日 立川市泉市民体育館

Ａ級 スタンダード
小嶋みなと・盛田めぐみ（神奈川県）
都議会議長杯 都議会議長杯

C 級 スタンダード
佐藤敏宏・榎本芳子（町田市）

立川市長杯

C 級 ラテン　
遠藤智久
有島文美

（東京都DSC）

立川市長杯

第9回東京都ジュニアDS競技会

　第9回東京都ジュニアDS競技会は3回目の出場です。優
勝ができてとても嬉しく思っています。有難うございまし
た。まだ自分の力を出しきれていないので、これからも先
生の教えを吸収し、技術を伸ばしていきたいです。

（柳田一気）

　両部門優勝できて嬉しかったです。レッスンのない日に
ダンスの宿題をするのが大変だけど、やらなければ優勝は
できなかったと思います。これからも先生の話を良く聞い
てリーダーと力を合わせて頑張っていきたいです。

（大石星奈）

スタンダード / ラテン優勝
柳田一気・大石星奈（国分寺市）

ジュニア戦

  熊本地震にお見舞い申し上げます
　　　　　　　　義援金募金についてのお願い

東京都ダンススポーツ連盟
会　長  居樹　保朗

実行委員長
稲田  義四千

ダンススポーツ
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第８回 ダンススポーツフェスティバルin東京
実行委員長　小林　克実

３月５日（土）　東京体育館

かがやいてますねかがやいてますね
JDSF創立40周年記念競技大会で、全日本シ
ニアVスタンダード、ラテンの両競技が初めて開催
されました。出場資格は年内に75歳と70歳以上
になるDSCJ登録選手です。

（選手宣誓　
　L阪田ゆたか・きよこ組、S瀬尾浩平・礼子組。
 Lオナーダンス鈴木君雄・アヤ子組。）

かがやいてますね

　今回、東京体育館の地下アリーナ階にはスタンドを設けなかったので、広々とした素晴らしい体育館だと感じました。
競技エントリー数は５４２組と沢山の方に参加して頂き、特に全日本選手権シニアⅡＡ級ラテン、スタンダードはハイレベルの選手が
多く、フロアーを１面にして審判員９名で行いました。この大会がスムーズに進行出来たのは選手、役員の皆様の協力があったおかげで
す。本当に有難うございました。

　はじめまして。
須崎・横山組です。
普段踊る機会が少
ない、東京体育館
でのB 級スタン
ダードで優勝さ
せて頂きました。
当日は、知らない
方々からも声援
をいただき、楽し
く踊る事ができま
した。応援して下
さったみなさま、
本当にありがとう
ございました。

　私達は組んでまだ2ケ月で、今回はデビュー
戦での優勝でした。久々の大会で緊張はありま
したが、観客の皆様
にも多くのご声援
をいただき、とても
楽しく踊ることが
できました。これか
ら更に更に一生懸
命頑張りますので、
応援していただけ
ると嬉しいです。

　今年は全面コート・予選も５種目・審判９人
になり、床も音楽も素晴らしく、世界戦を見据
えた全日本選手権でした。強豪選手が集う中で
の優勝は無上の喜びです。温かい声援を送って
下さった皆様、大会運営スタッフの皆様、楽し
い一日をありがとうございました。

B 級スタンダード
優勝  須崎　博　横山きよみ（東京都DSC）

B 級ラテン
優勝  齋藤飛翔・山田美紅（立川市）

全日本選手権シニアⅡラテン
優勝  清水　淳・清水日奈子（茨城県DSC）

　私達、古澤・緑谷組は、本大会には初めて出場
させて頂いたのですが、一面の広いフロアで踊
る気持ち良さにとても感動しました。シニアⅡ
Aにも出場させて頂きました。シニアⅢA優勝
に満足せず、また練習に励みたいと思います。

東京選手権シニアⅢ A スタンダード
優勝  古澤誠・緑谷朱三江（愛知県）

東京選手権シニアⅢ A ラテン
優勝  松本　修・井上枝美子（神奈川県）

全日本選手権シニアⅡスタンダード
優勝  草場康司・草場利佳（東京都DSC）
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次回 89号の「加盟団体のひろば」は中野区・八王子市の担当です。

　本年６月 25 日に東京都ＤＳ連盟創
立 40 周年記念祝賀会が開催される運
びとなり大変おめでたい事と存じま
す。
　私は世田谷区ＤＳ連盟と共に歩ん
で来ましたが、振り返りますと昭和
57 年に私達夫婦が地元のサークルに
入会して数年後に区内ダンス愛好者
のダンスパーティーに参加する事に

なり、その席上一同が団結して連盟を立ち上げる事になり、昭和 61 年 7 月
に世田谷区ソシアルダンスサークル連盟が発足されました。（平成 11 年に世
田谷区ダンススポーツ連盟と改称）　連盟設立に際し当時Ｊ A ＤＡ故山口繁
雄氏のご尽力とご指導があった事を思い出されます。平成元年第 1 回大会
は連盟交流親睦パーティーの中、区クローズド戦 78 組で開催されました。
その後、回を重ね昨年の第 27 回大会までに５４４４組、１万人以上の選手
の数々の熱い思い出が作り出されてきました。
　私は第 1 回から大会のサポートをして来て内容や選手層の変化から時
代の流れを感じています。さて、当連盟はダンス普及発展のための事業と
して、区民の健康と豊かな生活を目指すために「いつでも、だれでも、一
人でも参加できる教室」をコンセプトに初心者講習会を 27 年間継続して
７６６回延べ 4 万 6 千人余りの受講参加者があり、多くの選手も育ち生涯

スポーツとしてのダンス普及に努めています。私はこの事業に係わって来
て社会全体の高齢化の波を実感しています。
　そこで高齢者には生涯スポーツとして、若い人には「楽しいダンス」を
切り口としたダンス普及に努め底辺拡大の活動が必要と思っています。昨
年 12 月に「ダンスフェスティバル２０１５」を開催し多くの参加者にダン
スの楽しさ、素晴らしさを感じて頂きました。
　これからも皆様のご協力を頂き楽しいダンス普及のために活動を継続し
て行きます。

世田谷区ダンススポーツ連盟
会長  石井　健

　調布市ダンススポーツ連盟は、昭和
６２年（１９８７年）４月に創立され
ました。現在、連盟に登録している５
つのサークル（Q&S/ ジョイフル調布
/ ステップひまわり / ダンスィング・
ミンク / 調布ダンス同好会）により組
織されており、各サークルの代表者に
よる、月例会（理事会）にて運営され
ています。月例会では各サークルから
の意見を反映させると共に、ダンスス

ポーツを通じて会員相互の親睦を図り、会員の皆様方がより豊かな充実した
人生を、健康で楽しく過ごせるよう支援する事を目的として活動しています。
　当連盟は東京都ダンススポーツ連盟、並びに調布市体育協会に所属してお
り連盟並びに体協が主催する　都民体育大会・都民生涯スポーツ大会・東京
都市町村総合体育大会への参加・役員の派遣、調布市体育協会の主催する調
布市市民体育祭・調布市民スポーツ祭への参加を含む各イベントに積極的に
参加・協力をはたしています。東京都市町村総合体育大会におきましては、
一昨年及び昨年は各サークルより選抜されましたメンバーにて日頃鍛えたダ
ンス腕前（足前？）を存分に生かし、3 位となりました。今年こそは優勝を
目指して日夜、練習に励んでいます。 
　各サークルは、調布市庁舎に隣接したたづくり会館にある「むらさきホー
ル」をメイン会場として活動しています。月曜日は、「ステップひまわり」
がラインによるダンスレッスンを初心者から上級者に至るまで、ベテラン指
導員が懇切丁寧に指導を提供してくれています。火曜日は、「ジョイフル調
布」がペアを中心に自主練習を行っています、ビジター参加も大歓迎で会場
を提供してくれています。木曜日は「Q&S」がフロアーを開放して自由に練
習できる場所を、軽いスナックと飲み物を用意して提供してくれています、
A 級メンバーも多数訪れてダイナミックで華麗なダンスを見せてくれます。
金曜日及び月曜日は、ダンスィング・ミンクが「どんな名人も最初は素人！
最初から上手に出来る人はいない」を座右の銘に、スタンダード並びに、ラ

テンのベーシックレッスンをコーチング、競技選手に対しては、「みんくの
会、競技選手踊り込み練習会」と題して、競技会のシュミレーションを、競
技会のノウハウについての指導を含めて、本番さながらに実践出来る練習会
を開催、近隣の各県、各区から集まって来た競技選手が、日頃練習した各自
のステップを確認する事の出来る場所として、活用しています。また、ダン
スィング・ミンクは、これら練習会の参加費の一部を長年に渡り、”調布市
社会福祉協議会”へ寄付金として役立てています。ダンス講習会に参加する
事により社会福祉に貢献できるというユニークなサークルです。土曜日は、
調布ダンス同好会が長年ダンスに親しんでいるメンバーが共に集い日頃の運
動不足の解消と健康維持の為にダンスを楽しんでいます。
　連盟では、毎年連盟が主催する”魅惑のダンスパーティー”を開催してい
ます。毎回、色々な趣向を凝らし訪れた方々を魅了する、楽しい数々のイベ
ントを企画して（サルサ講習会・中国伝統武術花架拳・オペラ等々）、夢の
時間を満喫して頂いています。今年も、楽しく充実したひと時を過ごしてい
ただけるよう企画し準備を進めています。
　映画発祥の地、ゲゲゲの鬼太郎、実篤記念館のある街として有名な調布市
へ（ダンスシューズを持って）一度訪れてみて下さい。新しい出会いと心の
安らぎを得られるかも知れません。

調布市ダンススポーツ連盟・企画部
北本　和俊

世田谷区世田谷区

調布市調布市

4040th
東京都ダンススポーツ連盟は創立 40周年を記念する祝賀式を挙行いたします。
　　日　時：　平成 28年 6月 25 日（土）　13 時～ 20 時
	 	 第１部　13 時～　ダンスパーティーと区市トライアル（予定）
	 	 第２部　17 時～　セレモニー、ディナー、デモンストレーション（予定）
　　場　所：　京王プラザホテル（新宿）　

発起人代表／連盟会長　居樹　保朗
実行委員長／同理事長　小林　克実

創立40周年記念祝賀式の開催について
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JDSF創立40周年記念競技大会
全日本選手権シニアVダンススポーツ競技大会

　（公社）日本ダンススポーツ連盟創立40周年を記念す
る競技大会が東京体育館において開催されました（主
催JDSF、主管東京都ダンススポーツ連盟、後援関東甲
信越ブロック９県の各ダンススポーツ連盟）。競技区分
は、統一級Cから６級までの統一級、ソロ小学生・中高
生（写真）、プレジュニア。また、はじめての全日本シニ
アVダンススポーツ競技大会も併催されました。
　シニアV選手による宣誓には会場から惜しみない拍
手が沸き、ジュニアダンススポーツアンバサダーによ

るアトラクションにも応援の歓声が起こりました。３世代にわたる生涯スポーツと
してダンススポーツの一層の発展を祈念しています。

３月6日（日）　東京体育館

　東京都ダンススポーツ連盟
会長

居樹　保朗

シニア V　スタンダード
優勝 中根安治・中根忠枝（八王子市）
　高齢競技ダンサーに目を向けた企画に対し、連盟役
員皆様に感謝申し上げます。健康維持の為続けること
に意義を感じながら、「省エネ踏法」を主張される良き
師河原央先生に励まされ初代チャンピオンを獲得出
来ました。オナーダンスのワルツは生涯の思い出にな
りました。

シニア V　ラテン
優勝 鈴木君雄・鈴木アヤ子（東京都DSC）
　全日本選手権シニアⅤ競技会で初代ラテン優勝という栄誉
をいただき、この上ない喜びを感じております。体調不良と足腰
の故障が続き、年齢的な事もあり、競技は断念すべきかと考えて
おりましたところ、この大会を知り、出場することを目標にひと
月前より練習を再開し直前のぎっくり腰を乗り越えて臨んだ、
８ヶ月ぶりの競技会。踊れる喜びと希望を頂きました。シニアⅤ
の競技会を開催して頂き、感謝の気持ちでいっぱいです。

6/4 第 69 回春季大会・第 63 回都民ダンススポーツ大会
6/5 東京オープンダンススポーツ選手権
場　所：駒沢体育館
6/25 東京都ダンススポーツ連盟創立40周年記念祝賀式
場　所：京王プラザホテル（新宿）

7/24 第49回東京都市町村総合体育大会
場　所：エスフォルタアリーナ八王子

9/18 平成 28 年度都民生涯スポーツ大会
場　所：駒沢体育館

メディア・クリップメディア・クリップ

「歌謡ショーと
ダンススポーツのコラボ」

築地 ソバ屋 笑福亭 vol.５
（5月12日～15日）。
江藤博利氏・林寛子さんの舞台

「昭和歌謡コメディ」にグザー・
太田組が共演。
会員優待（割引）。

5 月


