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年

新年のご挨拶

東京都ダンススポーツ連盟

会 長

新年あけましておめでとうございます。
皆様におかれましては、健やかな新春を
お迎えのこととお慶び申し上げます。平
素より東京都ダンススポーツ連盟が実施
している諸事業に対し、役員・各委員をは
じめ会員各位のご支援を頂き心より厚く
御礼申し上げます。
東京都ダンススポーツ連盟は昨年、創立から40周
年の節目の年を迎え
「創立40周年記念祝賀式」
を京王
プラザホテルにて盛会のうちに無事開催致しました。
これもひとえに会員の皆様をはじめ関係各位のご支
援の賜物と心より感謝いたしております。これからも、
全国各地において
『ダンススポーツ』
の普及発展、
会員
増強になお一層努めていく所存です。ご支援、ご協
力を宜しくお願い致します。
昨年、10月27日三笠宮崇仁親王殿下がご逝去にな
りましたことはご存知の事と思います。三笠宮様は
ダンスに明るく、1980年から日本アマチュアダンス
協会（現・日本ダンススポーツ連盟）の総裁を務められ、
1981年から今日まで、三笠宮様から賜った三笠宮杯
優勝のタイトルをめざし多くの競技選手が競いあう、
三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権は、今や国内

居樹保朗

最高峰の競技会として世界的にも知られて
います。この場をおかりして、長年にわたり、
ダンススポーツ発展に尽力をいただきまし
たことに感謝申し上げますと共に、謹んで
心から哀悼の意を表します。
さて、昨年の夏に開催されたリオ・オリン
ピックでは、日本は史上最多の41個のメダルを獲得し、
人々に勇気や感動を与えてくれたことは記憶に新し
いところです。特に、チーム一丸となり、結集された
団体競技の健闘は際立っており、組織力の強みが発揮
された結果であり、連盟に携わる立場から組織の果た
す役割や意義の重要性を改めて認識させられました。
第３部 コンペ（ルンバ戦）
今年の干支は酉です。酉（とり）は「取り込む」に繋
がるといわれ、そこから運気も人も取り込めるといわれ
ています。また、別に「果実が極限まで熟した状態」と
いう意味もあり、習い事や学問や商売などで成果が
得られる、より実りの多い縁起の良い年だそうです。
2017年は酉年らしい直観力と行動力を見習い、また、
運気や有効な情報を取り入れ、成長に向かってしっか
りと進んでいく、
そういう年にしたいと思います。
結びに、今年一年の皆様のご健勝、ご多幸とご発展
を祈念いたしまして、
新年の挨拶とさせていただきます。

新 春 大 ダ ンス 交 流 会 の ご案 内
日時

2月12日（日）13時30分～17時30分

場所

新宿コズミックスポーツセンター
2階 大体育室

開場 13時（予定）

（〒169－0072 東京都新宿区大久保 3－1－2 ）
＊トライアル、ミキシング、Ｄ１グランプリ 開催。
ミキシングにはプロ選手も参加（チケット制）
、沢山踊れます。
おひとりでも、お誘い合っても、ぜひ多数ご参加ください。
＊お問い合わせは東京都DS連盟
（電話 03－6908－3412）
まで。

Ｄ１ グランプリ
種目 スタンダード（ Ｗ・Ｔ・Ｆ） ラテン（Ｓ・Ｃ・Ｒ ） トーナメント戦
エントリー料 1組 5,000円。
（ 1/31 申込締切）
プロアマ、同性問わず、誰でも出場できます。

・上位入賞者に賞金、賞品多数。
主催：東京都ダンススポーツ連盟
主管：新宿区ダンススポーツ連盟
協力：PD関東甲信越ブロック委員会 PD関東甲信越ブロック選手会
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10月8日（土）東京体育館

ダンススポー
ツフェステ
ススポーツフ
ェスティバル in 東京2016
本年は、 B～D 級、１～６級のそれぞれスタンダード、ラテンの競技が、併せて三笠宮杯選抜戦最終選考会が、
開催されました。規程改訂により、 現行の１～６級の揃う最後の大会となりました。
来年度３月のDSFin 東京では新１～３級として開催予定。ぜひ奮ってご参加ください。
今大会は三笠宮杯選抜戦最終選考会の出場者を含めて、エントリー数は408組で、遠くは沖縄県から出場し
た選手もおられました。
今回から東京都はリアルタイム採点システムの機材を購入して、運用した結果、成績結果発表が早く掲示さ
れたことと、ヒート割りを縦割りにしたので公平性があり良かったと思います。今後の検討課題も何点かはあ
りますが、怪我人も無く予定時間前に終わったのは役員、選手皆様のご協力があったおかげです。本当に有難
うございました。
実行委員長 小林 克実

B級 スタンダード

優勝

東京都スポーツ文化事業団

理事長杯

熊谷 光晃・粕尾 明日香（町田市）

優勝

B級ラテン

久保 佑樹・室伏 美沙（東京都 DSC）

B 級ラテン優勝並びに理事長杯を獲得

今回優勝することができ、
大変嬉しく思っ
ております。緊張していましたが、沢

できたことをうれしく思います。リー

山の方々に応援していただきとても

ダーの久保はダンスを始めて半年、

楽しく踊ることができました。

カップル歴も同じく半年という経験
の浅い二人ですが、
このような結果を

私たちは組み始めて２か月ほどなの
でまだまだ荒削りではありますが、練

いただけたのも家族やコーチ、
応援し

習を重ねて、A 級戦でも優勝できる

てくださる皆様のおかげです。これ

ような選手を目指したいと思い

から二人でさらに高みを目指します

ます。これから踊りをどんど

ので温かく見守っていただけると

ん進化させていけるよう

嬉しいです。
最後にこのような機会

頑張っていきますので、

を与えてくださった運営の皆様に

応援よろしくお願いしま

感謝いたします。

す。

専門部からのおしらせ

◇リアルタイム採点用機材の貸し出し

◇競技体系改定
今年1月1日より、ＤＳＣＪ全日本統一級の競技体系が

東京都で購入した機材を、各ブロック・区市の競技会で利用

改訂されます。

できます。

1 ～ 3 級に統合。
・一般級：旧 1 ～ 6 級が（新）
・シニア系：シニアⅠ級とシニアⅣ級 が追加。
また、ゼッケンの折込みなど一切の加工変更は禁止さ

（利用料：１セット15,000円＋往復配送費）
。
利用を希望される団体は、都連事務所までお申し込みください。

れています。
競技会開催に当たってご周知ください。

・スマホ端末、W i F i 接続機材・設置スタンド一式

（競技部）

（競技支援システム部）

千代田区アマチュアスポーツ
ダンス協会は平成 10 年、区体育
協会に加盟、年一回区民ダンス
パーティーを開催し愛好者及び
初心者とのふれあいを図り親睦
を深めて参りましたが、近年の
ダンス人口の会員の高齢化と都
心としての立地条件をみても減少の傾向に歯止めがかからず対策
に苦労しております。
現在、６団体のサークルが中心となって初心者、中級者の講習
会を７月に 3 回、10 月に４回開催、底上げを図るべく鋭意力を
入れております。
近年社交ダンスが人間の脳に与える機能が改めて見直され、音
楽を頭でとらえ、体を動かす、その組み合わせで感情も豊かにな
り肉体的にも若返るとされております。
この先、各団体のサークル活動に参加し、双方の交流を高め、
平成 29 年２月に開催されます千代田区民ダンスパーティーを盛

千代田区

多摩市は市内の至る所に公園

多摩市

大なものにしていきたいと思っております。
今後、ダンス競技の魅力を高め、新たな変化を作り上げていか
なければならないと思っております。
今まで以上のご指導、ご協力をお願い申し上げます。

千代田区アマチュアスポーツダンス協会
理 事 久米 昭三郎

大いに寄与していると思います。

があり、緑多き住宅都市として

当連盟のスローガンとして３K 活動（①健

知られています。古くは、明治

康 ②交流 ③感動）を掲げています。ダン

天皇がウサギ狩りに多摩丘陵に

ス仲間で交流し、健康な体を持続させ、お互いに感動を与え合

行幸され、現在もそれに因んだ

い受け合うような輪を広げていきたいと願っています。

建物や地名（聖蹟記念館、聖
橋、聖ヶ丘等）が残っています。
多摩市ダンススポーツ連盟は、平成３年に発足し今年で 25 年
を迎えます。現在、多摩市民を主体に、14 サークル、120 余名

ダンススポーツは「競技スポーツ」として、世界の競技大会
で進化しており、将来的にオリンピックの追加種目になる可能
性もあります。若手アスリーツの活躍も夢ではないと思います。
これからも市民と一体になり、ダンススポーツの普及に努め
てまいりたいと思いますので、皆様のご支援を宜しくお願い致

の会員で活動中です。

します。

連盟主管の年間活動行事として
５月の多摩市ベーシック大会（初級者対象の競技会）

多摩市ダンススポーツ連盟
会 長 日比野 博義

８月の納涼ダンスパーテイ（暑気払いを兼ねてのパーテイ）
11 月の連盟サークル祭り（加盟サークルの成果発表会）
12 月の多摩市ダンススポーツ大会（毎年恒例のDSCJ公認競技大会）
年末のXマスパーテイ（競技選手昇級者の披露も兼ねてのパーテイ）
１月の多摩市民大ダンスパーテイ（若手競技選手と市民参加の新年会）
上記以外に、日曜練習会、初級者講習会等も行っています。
多摩市は東京都の中でも健康寿命が高く、
“健幸都市”を行政
の指針としており、
「生涯スポーツ」としてのダンススポーツが

次回 92 号の「加盟団体のひろば」は文京区・福生市の担当です。

かがやいてます
すね
ね
ダンススポーツフェスティバルin 東京

B級ラテン 第３位
C級スタンダード 第６位

照屋 一茶
（沖縄県）
仲地 碧

リーダー照屋一茶は13歳ダンス歴10年、パートナー仲地碧ダンス歴６ヶ月の初心者。
カップルを組ん
で４ヶ月足らずでラテンB級スタンダードC級と無謀とも思えるエントリーをしました。結果はラテン３位スタ
ンダード6位と好成績を収める事ができました。
いつもお世話になっています沖縄の先生、東京の先生
ありがとうございます。
最高に楽しい競技大会なので両親にお願いして来年も参加したいです。
＊ 翌日の三笠宮杯ラテンにも最終予選会から出場を果たされました。

3

