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東京都ダンススポーツ連盟広報誌

平成27 年度

通常総会報告
東京都ダンススポーツ連盟

東京都ダンススポーツ連盟
「平成 27 年度通常総会」が平
成 28 年 5 月 21 日（土）新宿
区スポーツセンタ―２階で開
催されました ｡ 滞りなく総会
が終了致しましたので、ご報告させていただきます。
本総会は、議決権数 92 名の内、出席者 66 名、委任
状を提出した議決権委任状 13 名を合わせて 79 名となり、
総会議決権の過半数となったことにより定款により総会
が成立致しました。
平 成 27 年 度 ､
当連盟の活動に対
し、区市各連盟の
役員及び会員皆様
のご理解とご支援
を賜り ､ １年間無
事に運営出来ました。深く感謝申し上げます。
当日は、平成 27 年度事業報告および決算報告及び監
査報告 ､ 又、平成 28 年度事業計画（案）､ 平成 28 年
度収支予算（案）及び役員の改選が付議され ､ 全議案
いずれも原案のとおり承認・可決され ､ 無事終了致し
ました。
平成 28 年度の活動につきましては、定時総会で承
認されました重点目標の実現に向けて積極的に活動し、
会員の意識の向上と、全国の人々にダンススポーツの

会

長

居 樹

保 朗

楽しさ、素晴らしさを知ってもらえるよう努めて参り
たいと思います。
特に本年は５年に１度の創立記念式典を開催いたし
ました。全国から沢山のご来賓、会員の皆様をお迎え
して、６月 25 日に新宿京王プラザホテルにおいて 600
名を超える参加者のもと、盛大に開催されました。こ
れもひとえに、各区市の役員、会員の皆様のご協力の
賜物と、心から感謝申し上げます。
近年、少子化や趣味の多様化などにより、ダンス人
口の減少が言わ
れ る 中、 更 な る
普 及、 振 興 に 本
連盟の果たすべ
き 役 割、 責 任 は
これまで以上に
大きいものと思
います。今後もダンススポーツ発展をめざし会員皆様
のご協力をお願いいたします。
最後になりましたが ､ 皆様の
ますますのご健勝とご活躍を心
からお祈り申し上げ ､ 私から簡単
に総会のご報告とさせて頂きます。
今後も引き続き ､ 東京都ダンス
スポーツ連盟をよろしくお願い致
します。

「40 年を礎に、国体さらに五輪を目指す熱い気持ちを」（創立 40 周年記念祝賀式

会長挨拶）
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6月4日（土） 駒沢体育館

第

６２
回

東京都民ダンススポーツ大会

DSCJ A 級～ D 級、シニアⅡＡ級、シニアⅢＡ級の全 12 区分（延べ
460 組超参加）、ラテン（午前）、スタンダード（午後）の競技が、都民大会団体戦を
挟んで、行われました。
毎年６月の日曜日に行われていた都民大会ですが、今年は東京オープン前日に設定され
ました。土曜日開催にもかかわらず、多くの選手にご参加いただきましたことを心より感
謝致しております。
さて、使用されたリアルタイムジャッジはかなり定着しつつあるものの、２面利用でな
おかつ団体戦にまで応用することになりました。終了まで緊張を緩めることができませ
んでしたが、私の心配を他所に、競技会はスムースに運ばれました。お陰さまで選手の皆
様からもまずまずの評判だったようで、優秀なスタッフに恵まれた今大会の実行委員長で
あったことは、大変幸運だったと実感しております。

実行委員長 綾野

都知事杯

Ａ級 スタンダード

優勝 藤 井 創太・吉川 あみ（ブルボンＤＳＴ）
東京都民大会において、Ａ級スタンダードで優勝することができ本当に嬉
しく思います。午前のラテンの部にも出場し、優勝させて頂きました。スタ
ンダード、ラテンとも沢山の方に応援をして頂いてとても気持ちよく踊るこ
とができました。本当にありがとうございました。優勝できましたが、自分
たちのダンスにまだまだ納得はしていないので、これからも二人でどんな練
習をするべきかしっか
り考えて練習をし、常
に応援してくださる
方々に進化している踊
りを観ていただけるよ
うに頑張りますので、
今後とも応援よろしく
お願いします。

日刊スポーツ新聞社杯

優勝 押 川

B 級スタンダード

慧悟・和田

スマホ端末で
審査入力、
PCで管理集計

和子

都知事杯

優勝 藤 井 創 太・吉川 あみ（ブルボンＤＳＴ）
今回、東京都民大会Ａ級ラテンで優勝する事が出来、とても嬉しかっ
たです。パートナーが東京都民なので絶対に一位になりたかったです。
当日は、二人のコンデションも良く、沢山の方々に応援して頂いたの
で、楽しく踊ることができました。これからも日々の練習を怠らず、目
標を高く持ち将来は
世界で通用する選手
になりたいです。今
後も藤井・吉川を応
援よろしくお願いい
たします。

日刊スポーツ新聞社杯

知世 （神奈川県）

今回は日刊スポーツ新聞社杯スタンダードの部にて優勝することがで
き、大変嬉しく思っております。午前のラテン A 級の部も決勝まで踊
り、体力が持つか不安でしたが、沢山のお客様の応援が力となり、楽し
く踊りきることが出来ました。
これからも自分たちの踊りに更なる磨きをかけ、次回はスタンダード
も A 級戦でファイナ
ルに入れるよう頑張っ
ていきたいと思ってお
ります。今後とも応援
の程、宜しくお願いい
たします。

優勝 原田

ゴールド

花恵 （東京都 DSC）

毎年、東京都体育祭の団体戦に江戸川区チームにて参加させてい
ただき併せて個人戦にも出場しています。現在は育児優先のため B
級維持が目標のところ、江戸川区チームの皆様や友人、娘にも楽し
んでもらえたうえ、原田組としては珍しい優勝、そして日刊スポー
ツ新聞社杯まで獲得
でき嬉しく思いま
す。今後も楽しく元
気になれるダンスを
目指します。さらに
シニアⅡ世界戦の代
表も目指します！

Ｃ・Ｒ

竹本 勇・北川 明子（国分寺市）

今年も、昨年度の西東京市大会に続き、国分寺市の一員として参加しましたが、満足のいく結果を収める事が
出来ませんでした、残念！
！ 一致団結して大会に臨む事ができ又、参加市町村連盟選手の皆様と親睦を図る
事も有意義な場で有りました。昨年度の国勢調査に於いて６５歳以上の人口が１／４
（２６．
７％）
との報道も有るよ
うに、高齢化が益々拡大しています。我がダンス連盟もその真只中です。風俗営業法が改正された今、
ダンスは競
技だけでなく、
スポーツとして幅広く親しめるものにしていかなくてはなりません。
ＪＤＳＦ本部及び東京都ダンスス
ポーツ連盟に於いても会員増進委員会にて普及活動に努めています。微力では有りますがパートナーと協力しな
がら先ずは、地元に於いて、
ダンススポーツの魅力を伝えるべく普及に努めていきたいと思います。
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B 級 ラテン

真・原田

かがやいてます
すね
ね
第49回 東京都市町村総合体育大会「ダンススポーツ競技」
7月24日
（日）八王子市総合体育館（エスフォルタアリーナ）

Ａ級 ラテン

th Anniversary

東 京 都ダンススポーツ連 盟

S ince1977

Tokyo DanceSport Federation

創立 40周年記念祝賀式

2016年6 月25日
京王プラザホテル

ご来賓ご祝辞

実 行 委 員 長
東京都ダンススポーツ連盟
理 事 長

小林

克実

（公財）東京都スポーツ文化事業団
理事長

創立40周年記念祝賀式にご支援、
有難うございました。

並木

一夫

様

衆議院議員

今回、
東京都や区市連盟の行事やイベントなどに永年ご協力頂

秋元

いた方々のご功績に対して、
特別功労賞12名、
功労賞58名、
優秀選

司様

手賞10組に表彰状と記念品を授与いたしました。
この度表彰された方々や、
会員の皆様方のご協力があって東京
都ダンススポーツ連盟は成り立っています。
また、
居樹会長、
今泉
参与のご努力のお陰で東京体育館や駒沢体育館が優先的に借り
られるようになり、
東京都ダンススポーツ連盟が発展することが
出来たことに感謝しております。

（公社）日本ダンススポーツ連盟
副会長

特別功労賞

中 井 眞一郎 様

優秀選手賞

各 賞 ご受賞
誠におめでと う
ご ざいま す

功 労 賞
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記念祝賀式

スケジュール

09：00

役員集合 ／ リハーサル

13：00

ドア・オープン （受付開始

12：30）

第Ⅰ部 ダンス・パーティー
ダンスタイム
ミキシング
14：10

区市代表によるトライアル（ラテン：ルンバ・チャチャチャ）

14：45

トライアル（当日申込。ワルツ・タンゴ・ルンバ）

15：10

区市代表によるトライアル（スタンダード：ワルツ・タンゴ）
休

16：00
16：45

憩 （記念写真撮影）

序奏（室内楽「ボンヌ・シャンス」）
第Ⅱ部 セレモニー

17：00

開会挨拶（実行委員長

小林 克実）／ 祝言「高砂」（事務局長

主催者挨拶・理事紹介（会長
ご来賓ご祝辞（公財

居樹 保朗）

東京都スポーツ文化事業団

理事長

衆議院議員 秋元 司様、JDSF 副会長
17：20

則内 慶彦）

並木 一夫様、

中井 眞一郎様）

東京都代表選手によるトライアル
ラテン：清水 久道・飯村 美哉子、稲田 満臣・安藤 節子、原田 真・花恵、
桑田 義孝・敏子、相木 孝之・西村 清美

の５組

スタンダード：岩瀬 純夫・恵里子、川島 俊明・道子、山田 恭平・秋山 彩織、
髙杉 耕一・綾子、佐藤 祐馬・久保田 理沙
17：35

の５組

表彰式（特別功労賞、功労賞、優秀選手賞）
熊本地震義援金贈呈式（毎日新聞社を通じて熊本県に。熊本県連・大分県連に各贈呈）
スペシャル ゲスト・デモンストレーション（刘 華様・小林 彌壽枝様組）

18：00

鏡開き・乾杯（東京都議会議員 秋田 一郎様）

18：10

ディナー

食前酒「ハーブの恵み」（ご提供：養命酒製造 ㈱ 様）

くじ引き（景品ご提供：ゆうき、NANAKA、和興商事、ミリオン、ナージャ、
東京トリキン、ワールド、ユニバース、多美咲、みやこ屋
19：30

ラストダンスタイム

19：40

デモンストレーション ラテン：萩原 匠・里奈子組

20：25

閉会御礼 （副実行委員長／連盟参与

20：30

ドア・クローズ

のご協賛各社様）

スタンダード：オレクシー グザー・太田 吏圭子組
今泉 清隆）
-”Be Always Happy, Positive,
and Enjoy Dancing!” (O.Guzyr)-

副実行委員長

東京都ダンススポーツ連盟
参 与

今泉

清隆

「東 京 都ダンススポ

㈱ブルボン様はじめ祝賀式開催および記念誌

ーツ連盟創立40周年

製作にご協賛頂いた各社様、会場設営・運営

記 念 祝 賀 式」
をご 来

にご協力頂いた京王プラザホテル様には厚く御

賓・役 員・会 員・ご

礼申し上げます。

関 係 者の皆 様611名

祝賀式運営面で不行届きの点も多々ありまし

のご参加のもと、京王プラザホテルコンコード・ボ

たかとは思いますが、
ダンスパーティー、
トライアル、

ールルームにおいて盛大に開催することができま

デモに、
ディナー等40周年を記念する祝賀式を

した。

楽しくご堪 能 頂けましたでしょうか。

これもひとえに、
ご参加賜りました方々をはじめ、

2020年東京オリンピック開催に向けスポーツ

(公財)東京都体育協会、(公財)東京都スポーツ

文化の機運盛り上がりに期待しつつ、今後も、

文化事業団、 (公社)日本ダンススポーツ連盟等

ダンススポーツのより一層の普及と発展のため、

の長きにわたるご協力とご支援の賜物であり、 皆様と共に邁進して行く所存です。今後ともご指
心から感謝申し上げます。
また養命酒製造㈱様、 導、
ご鞭撻の程、何卒宜しくお願い申し上げます。
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当ダンス連盟のメインイベント

中野区にあったのです。その跡地に警察大学校ができました。警察

は、春４月開催の「中野区ダンス

大学校の跡地にまず警察病院ができました。それでもまだまだ一杯

スポーツ大会」
、９月参加の「都

跡地は空いていました。そこに商業ビルが２棟できました。そこに

民生涯スポーツ大会」団体戦、

なんと某大手ビール会社の本社が来ました。ビールの製造者のとこ

10 月体育の日に「中野区民ダンス

ろ見てください、東京都中野区中野・・・となっていますから。そ

スポーツフェステイバル」です。

れでもまだ跡地は空いていました、そこに大学が３つできました、

中野区ダンススポーツ大会はエン

帝京平成大学、明治大学、早稲田大学です。中野区が学生の街にな

トリー選手の組数が減ってきています。収入が減っているので支出

りました。今中野駅周辺は昼食難民状態です。ワゴン車でお弁当売

を減らす工夫をここ数年やっています。プログラム外注していたの

りに来ている、自転車の前にリヤカー付けた珍しいので売りに来て

を手作りに、大会の横断幕毎回作成していたのを第何回のところを

います。

中野区

カットして前回のを使用、本部席の白い布毎回クリーニングしてい

哲学堂知っていますか。東洋大学創設の方が創られました。

たのを毎回は止めなど。
大会の会場の中野体育館古くなっています。建替えの計画が何年

中野区ダンス連盟は東京都では珍しい「スポーツ」がついていな

も前から出ていましたがいよいよ具体的になってきました。ただそ

い連盟です。
「中野区ダンススポーツ連盟」とするべく連盟内で具

の計画では新しい体育館ができる 1 年前に今の体育館が壊されるこ

体的な検討をしております。
中野区ダンス連盟
会長 森田 晃好

とになっています。大会の会場が 1 回ないということです。なんと
か新しい体育館ができるまで残してくださいとお願いしているんで
すが。
今回は中野区の今昔を書いてみます。時は江戸時代、お犬様で有
名な将軍がいましたでしょう、お犬様が集められていたのが今の中
野区なのです。囲町公園なんてのが最近までありました。さらに象
も住んでいたんですよ。
陸軍中野学校って聞いたことありますか？中野と付いているから

東京都ダンススポーツ連盟加盟
各連盟のみなさんこんにちは。
当連盟

八王子市

場各加盟団体は上位入賞に向けて頑張っておりますところ、7月24日
主催地 八王子
（エスフォルタアリーナ）
で
「優勝」
を飾りました。

の「あゆみ」と「1年間の活動計画」

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

についてご報告させていただきます。

気よく」を合言葉に、ダンスを健全な生涯スポーツとして頑張って

1988 年（昭和 63 年）八王子ア
マチュアスポーツダンス協会設立
（99 年上部機関の名称変更に伴い
「八王子市ダンススポーツ連盟」

と改称）１年後には八王子市体育協会に加盟、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 28 年間培われてきた経験と伝統を如何に守り発展していく
のか「競技ダンスとエンジョイダンス」をどう併用していくのか、
日本の社会全体が超高齢化の中でのダンス愛好者も高齢化が進み、
多様化社会の中で若い人達にどうしたら興味を持っていただけるの
か、厳しい状況に直面しております……。
当連盟は 2016 年（平成 28 年）1 月現在、12 サークルで構成（役
員３、理事 15、計 18 名）し、会員 220 余名、選手登録会員 100 余
名、昨年 1 年間の競技大会出場（個人選）は関東近県を中心に 92

いく所存であります。
<1 年間の活動計画 >
１、親睦・交流パーティー毎年 4 回開催 毎回参加者数 180 ～ 230 名
新春（1 月） 周年（4 月） サマー（9 月） オータム（11 月）
（昨年から）
２、八王子市民体育大会 < ダンススポーツ >（クローズド戦）平成元年から毎年開催
八王子市ダンススポーツ大会（オープン戦）
（４年毎に多摩南ブロックDS大会併催）
毎回エントリー数 230 ～ 350 組
３、団体戦出場（本文中）
４、多摩ダンススポーツ振興会研修旅行参加 15 ～ 20 名 代表者会議１～２回出席
５、多摩南ブロック交流ダンスの集い参加 主管連盟 100 名 他４連盟各 50 名
5 年毎に各連盟：主管 代表会議１～２回出席
６、当連盟定例理事会：毎月第４水曜日 総会（２月） 臨時理事会、常任理事会 随時
八体協運営委員会：毎月第２水曜日 総会（５月）出席
東京都ダンススポーツ連盟派遣理事会：毎月第３土曜日 総会（５月）出席
７、その他 上部団体、関係団体の呼び掛けにはできる限り積極的に答えていく。

八王子市ダンススポーツ連盟
会長 原田 喜平

会場、延べ 454 組が出場し頑張ってきました。
「団体戦」においても
毎年都民体育大会（春季大会）都市町村総合体育大会、都民生涯ス
ポーツ大会に連続出場してきました。特に昨年の都市町村総合体育
大会においては「優勝」に輝き八王子の「9 連覇達成」に貢献する
ことができました。
今年八王子市体育協会設立70周年を迎え大きな節目のなかで市町
村総合体育大会「10連覇達成」に行政、
体協からの激励を受け、
大会出

第 27 回 八王子市ダンススポーツ大会
（平成 27 年 10 月 12 日）

次回 90 号の「加盟団体のひろば」は江東区・国分寺市の担当です。
5

回
第６９

都民体育大会春季大会

6月4日（土） 駒沢体育館

今年は28区市が参加、
６種目の単科戦（FTWSCR）による団体戦を競い、
選手・応援と
もに熱戦が繰り広げられました。
結果は、
優勝大田区の６連覇、
準優勝世田谷区、3位は杉
並区でした。
各区市監督・代表選手にはおつかれさまでした、
ご声援の皆さまありがとう
ございました。

団体戦優勝 大田区

新米会長兼監督の役目を果たさなければならない重大な競技会の開幕と同時に悲しい行
進も今回で終わりにしたいと胸に言い聞かせ晴れ舞台に臨んだ次第です。
翌日の東京オープ
ンを控え毎年の会場設営と少し雰囲気も違っている中での大会でした。
前年度優勝チーム「大田区」の行進で幕があきました。
選手宣誓も堂々としておりました。
シュプレヒコールも先頭に立ち優勝目指す雰囲気がありました。
団体戦の決戦開始です。
リダンスもなく１次予選は全種目通過。
順調に勝ち進み準決勝、
決勝とコマを進め
「大田区」
の応援席か
らは
「13番、
大田区」
の応援が会場いっぱいに響き渡りました。
応援席の席が足らなくなり隣の区市の席を
借りての応援団。
掛け声を揃えて
「13番大田区」
の応援は選手の耳に入ったはずです。
今年も打倒
「大田区」
の前触れが早くから耳に入ってきており気が抜けませんでした。
そんな中、
全員一同何がな
んでも優勝を勝ち取るゾの気持ちが一戦一戦強まった大会でした。
精一杯の応援は監督はも
とより選手一同胸が熱くなり涙をこらえていたのではないかと思います。
熱戦が終わりいよ
いよ表彰式。
個人戦からの発表に遺影を抱いた組は種目別の優勝を一目見せてあげたかった
はずです。
いよいよ団体戦の結果発表。
今年の優勝はじゃなく「今年の優勝も大田区」との発
表に歓声が上がりました。
が一言「6年連続の優勝です。
おめでとうございます」と言って欲し
かった気もした表彰式でした。
例年のごとく蒲田で美味しい祝杯をいただき来年も頑張って
優勝を目指す誓いを立て散会となりました。
前日より役員の皆様方は大会のために奔走され

大田区監督

ましたことを感謝いたします。
本当にお疲れ様でした。

優

勝

大田区

準優勝

世田谷区

第３位

杉並区

第４位

新宿区

第５位

八王子市

第６位

江戸川区

第７位

足立区

第８位

あきる野市

熊谷 善徳

前大田区会長 小山明氏
（当連盟前事務局長）
にはかねてより療養中のところ5月16日逝去なさ
いました。
謹んでご冥福をお祈りいたします。

スクルティニア（採点管理者）勉強会
原則毎月第3土曜にJDSF 本部講師による「スクルティニア（採点管
理者）
勉強会」
を実施しています。
システム運用の基本や注意点の講義
に加えて、
実務運用上の質問もでき、
各区市運用担当者にはふり返り
や意見交換の場にもなっています。
よろしくご参加ください。
今年度から競技資格更新には年１度の講習会・研修会受講が要件
となっています。
受講歴（資格の新規取得、
更新）の詳細等は各区市団
体を通じてお問い合わせください。
競技支援システム部

メディア・クリップ

9/18
場

平成 28 年度 都民生涯スポーツ大会
所：駒沢体育館

6 月 「17歳ペア 藤井・吉川組が２冠」
『日刊スポーツ』6月5日付

10/8
10/9

ダンススポーツ フェスティバル in 東京 2016
第 36 回 三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権、
全日本ダンススポーツ選手権 PD、
JOC ジュニアオリンピックカップ、全日本選手権ジュブナイル、
第 2 回 全日本サルサダンス選手権
場 所：東京体育館
10/16
第 29 回 ねんりんピック 長崎 2016
場 所：佐世保市東部スポーツ広場体育館（長崎県佐世保市）

11/6

第 18 回 関東甲信越ブロック選手権
場 所：長岡市市民体育館（新潟県長岡市）
11/13
第 24 回都道府県対抗全国ダンススポーツ大会
場 所：花巻市総合体育館（岩手県花巻市）

発

6

行

に4日開催の都民DS大会、都民体育大会の取材記事・写真
（藤井・吉川、押川・和田、原田組）等が掲載された。http://
www.nikkansports.com/sports/news/1658258.html

7 月 「創立40周年 ダンススポーツの草分け的組織」
『日刊スポーツ』
7月15日付に6月25日に開催された創立 40 周年記念祝賀式
の取材記事（会長挨拶）、
写真（山田・秋山組）等が掲載された。
「社交ダンス 波瀾の展開」TBSテレビ「金スマ」７月１５日放映。
5月22日多摩ダンス競技会、
7月9日世界DS選手権ユース・
スタンダード
（北九州市）でのD級戦や練習光景（山本アナ・
市來組、
岸・田中（キンタロー。）組）に取材。
http://www.tbs.co.jp/smp/tv/20160715_1EE3.html

平成 28 年 8 月 1 日
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