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東京都ダンススポーツ連盟広報誌

平成 29 年度
東京都ダンススポーツ連盟
平成 30 年 5 月 26 日（土）
、新宿スポーツセンター 2 階会
議室にて、東京都ダンススポーツ連盟「平成 29 年度通常総
会」が開催され、滞りなく終了いたしましたので、会員の皆
さまにご報告させていただきます。
まず、当連盟の活動に対しては、平成 29 年度も各区市連盟
の役員、会員の皆さまのご理解とご支援を賜り、1 年間を無事
に運営することができました。深く御礼、感謝申し上げます。
当日は議決権総数 90 のうち、出席者 63 名、委任状提出者
18 名となり、有効議決数 81 で定款に則って総会成立となり
ました。議場から議長を募り、羽村
市ダンススポーツ連盟の馬場誠一評議
員が選出されて議長席に付き、ただち
に議事を開始。平成 29 年度事業報告
及び決算報告と進み、監査報告を経て
承認されました。つづいて平成 30 年
度の事業計画（案）
、同収支予算（案）
が付議され、全議案いずれも原案通りに可決されました。
また、平成 30 年度の役員改正が提案されました。定款に
基づき 2 年と定められております当連盟理事の任期は、本会
をもちまして終了となるため、改選にあたっては当連盟の内
規で 70 歳定年制を採用しておりますところから、若干名の
定年勇退を含め、再任と新役員の選任をご提案し、こちらも

会 長

居 樹 保 朗

原案通りに可決されました。これまで連盟運営に尽力いただ
き、今回定年となられた小林克実前理事長、則内慶彦前事務
局長、一ノ瀬初男前競技部長をはじめ、前役員の方々のご尽
力に厚く御礼申し上げます。そして、退任された皆さまが今
後とも、相談役・参与等の立場で連盟運営に力をお貸し頂け
ることを切にお願いする次第です。
平成 30 年度の活動につきましては、新年度入りを期して
新たに一部専門部の統合、委員会の再編等を実施し、より機
能性を向上させた効率的な運営へと邁進いたす所存でおり
ます。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、会員皆さまの意識向上と、広く
全国の方々にダンススポーツの楽し
さ、素晴らしさを知っていただける
よう努めて参りたいと考えております。
今後もダンススポーツの発展をめ
ざし、会員皆さまのご協力をお願いいたします。
最後になりましたが、皆さまのますますのご健勝とご活躍
を心からお祈り申し上げ、簡単ではありますが総会報告とさ
せていただきます。
平成 30 年度も引き続き、東京都ダンススポーツ連盟をど
うかよろしくお願いいたします。

総務関連部門
I T運用部

法制部

経理部

国際部
担
当

会員サービス事業（親
睦旅行･パーティ等）
の
実施、JDSF･協力協
賛 企 業のグッズ販 売
及び関係維持等

広 報 誌「 春 夏 秋 冬 」
編集、
都連･区市連盟
の活動広報等

WEB サイト･SNS 等
を通じての広報及び
運用管理等

規約･規程等の法的
問題･課題への対応等

経理 ･ 財産管理等

国際大会等への
選手・役員等
の派遣

会長・理事長・事務局長
競技部

競技
資格部

普及部

指導部

ジュニア
育成部

競技会開催支援（シラバス･タイム
テーブルの事前確認、有資格者の
派遣等）、競技会支援システム及び
リアルタイム採点システムの運用支援
･促進（勉強会開催）等、競技会開
催に関する問題･課題への対応等

会員･選手の資格管理（登
録･更新事務は事務局対
応）、
チェアパーソン･スクル
ティニアの資格取得･更新
のための講習会実施等

ダンススポーツ･社交ダ
ンスの普及、会員拡大、
技術認定会の普及、技
術認定員の資格取得
支援及び資格更新の
ための講習会実施等

指 導員の資 格 取 得
支 援 及び資 格 更 新
のための講習会実施
等、指導員の質の向
上にかかわること

ジュニア育成及び育成
サークルの支援、
ジュニ
ア指導員の資格取得
支援及び資格更新の
ための講習会実施等

関
連
競技部門

監事・相談役会

各区 市連盟

広報部

派遣理事・代議員
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専 門 部 組 織 図

平成 ・ 年度

30

事業部

関
連
普及部門

東京都ダンススポーツ連盟事務局

※派遣理事は各専門部担当部員としてご協力ください。
また、各区市連盟の推薦のうえ一般会員のご協力もお願
いいたします。連盟事務局までお問い合わせください。
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（日）
第６７回 東京都民ＤＳ大会 6月10日
駒沢オリンピック公園総合運動場
第７１回 都民体育大会 春季大会
体育館
DS大会では、A〜D級、シニアⅢA級の各スタンダード・ラテン競技の栄冠をかけ、のべ487組が熱戦を
繰り広げました。春季大会団体戦は参加31区市。熱い応援をあびて日頃の練習の成果が披露されました。

実行委員長

岡里 美恵子

紫陽花が美しく映える梅雨のなか、恒例となった春のDS大会が行われました。今回から、都知事杯、日刊スポーツ杯
に毎日新聞杯が加わりました。大会結果も毎日新聞に大きく掲載されることとなり、多くの方にダンス競技を知っていた
だく絶好の機会になると期待しております。団体戦では、参加 31 チームの熱い応援合戦も試合を盛り上げました。長時間に及
ぶ大会となりましたが、役員、出場選手の皆さんのご協力のもと大きな成果を得られたことを深く感謝申し上げます。
都知事杯

A級

スタンダード

采花
優勝 岩﨑 将之・冨岡
（神奈川県）
この度は第 67 回東京都民ダンススポーツ大会 A
級戦において「優勝」という素晴らしい結果を与え
て下さり、誠にありがとうございます。
優勝と聞くと凄く大きな仕事をした様に感じま
す。しかし、あれ程の踊りやすいフロア、多数の
お客さま、豪華な審査員の方々と、最高の条件
が揃った空間に比べると、踊りの内容そのもの
は非常に拙いものであったと思います。より良
い内容の踊りをこれからも目指していきます。今
後とも宜しくお願い致しま す。

毎日新聞社杯

都知事杯

A級

ラテン

乃天
優勝 柴木 毅門・井上
（神奈川県）
今回は、すばらしい大会で優勝させていただ
き、とても嬉しかったです。
ペアを組んで 6 年目になりました。大変な事も
ありましたが、二人で努力してここまでくる事
が出来ました。これからもたくさん練習をし
て、もっと上の舞台へと進んで行くことが出来
るように、頑張っていきたいと思います。どう
か応援よろしくお願い致します。

B 級 スタンダード

毎日新聞社杯

暁子
優勝 福島 賢志・臼田
（東京都）

香織
優勝 中村 能基・佐藤
（東京都）

私たちは年齢が倍も離れています。競技歴の長い
リーダーが未経験からのパートナーと何故 ? と問わ
れますが、上を目指すことに年齢や技術力の近さは
必要ないと考えています。
誰とでも楽しめるのがダンスの魅力であり、私た
ちはその延長線上にいるだけなのです。
「勝ち」は嬉
しいですが、周囲の方々に興味を持って頂くことに
こそ価値を感じています。多くの人に応援されるダン
スを目指し、次回も楽しんで臨みたいと思っています。

日刊スポーツ新聞社杯 Ｃ級

スタンダード

・田村 志げ子
優勝 永井 重仁
（東京都）
栄えある日刊スポーツ新聞社杯を手にしたとき
は、まさにダンスを続けてきて良かったと実感で
きた瞬間でした。
2002年の都民大会2級戦に初めて出場したとき、
偶々日刊スポーツ新聞の記者さんからインタビーを
受け、
「ダンスは生きがい、生涯続けたい」と答えま
した。いま新たな感動を得て増々元気にチャレン
ジしたいと思います。ご指導して下さる先生、お
仲間、友人、そして家族に感謝の心を持って！

堀口 三夫審判員長

スタンダード競技講評

予選ラウンドではレベル区分問わずポスチャーを主体にみながら、双方ともタイミ
ングの良い選手からピックアップするようにつとめています。
全般的に女子のネックから胸部にかけたラインが前後にゆれる傾向がみられ、男子
のバックからみたネックラインが弱く感じられ、強いラインがもとめられます。これ
らを改善するには、逆に余力な力をぬいてリラックスをしながらテンションをつける
ようにしてください。

B 級 ラテン

カップルを組んでまだ日が浅く、ほぼベーシッ
クだけで構成されたルーティンで挑んだ試合で
す。ベーシックを大切にしつつ、小さくまとまり
過ぎた動きにならないように心がけました。
多くの方々の応援のお陰で強力なライバルたち
に勝つことができ、これまでで一番嬉しい優勝で
した。

日刊スポーツ新聞社杯

Ｃ級 ラテン

萌実
優勝 稲葉 道郎・清水
（新潟県）
私事ですが、リーダーがこの 4 月から仕事の関
係で新潟に転勤になり、神奈川在住のパートナー
と思うように練習ができず、もやもやした日々を
過ごすようになっていました。そんななかでの今
回の優勝！とても自信になりました。
9 月からはパートナーも新潟に移り住んでくれま
す。まずは A 級を目標として、今後も練習を積み
重ねていきたいと思っています。

篠田 沙代子審判員

ラテン競技講評

次の項目について審判させて頂きましたので講評致します。
①ムーブメント ･ トゥ ･ ミュージック：ボディリズムとアクションが音楽を表現できてい
るか？ 決勝に残れなかった方はもう少しそのポイントを練習してください。
②パートナリングスキル：フィジカルなリード、ビジュアルでのリード、パートナーと音
楽を共有して動けているのかどうか？ お互いの位置関係、角度、タイミングについても
チェックしてみてください。
そうすればもっと楽しく踊れるようになると思います。皆さん頑張ってください。

第７１回 都民体育大会 春季大会 ダンススポーツ優勝
優 勝
準優勝
第3位
第4位
第5位
第6位
第7位
第8位
2

大田区
新宿区
世田谷区
足立区
江戸川区
杉並区
あきる野市
江東区

大きな拍手と声援あがるなか、今年も持ち帰らなければと優勝旗を持って先頭で入場行進。つづく優勝旗の返還と選手宣誓を行いました。
今年の区市町村は種目別での組数が多くなり、ラテンは２ヒートに分け予選、リダンス、準決勝、同点決定戦までもつれ込みました。スタンダー
ドは３ヒートと同様に駒を進め決勝は８組の火蓋が落とされました。幸いにも「大田区」はひとつのセクションも落とさず頑張ってくれました。
「大田区」の目標８連覇を成し遂げることに監督、選手一同が団結して参加しまし
た。戦いが終わり、個人戦では優勝が５種目、３位が１種目と好調な成績で、その表
彰式には感激のあまり涙を浮かべる選手もいました。
そして団体戦の結果発表。優勝「 13 番 大田区」の発表に歓声が上がり、監督冥利
につきる８連覇の役目を果たすことができました。
応援して下さった皆さん、選手の皆さん本当にありがとうございました。優勝の記念
撮影は選手諸君、監督も最高の笑顔で記念写真に収まることができました。健康で来年
も参加し、優勝を勝ち取ることを確認して長い一日を散会いたしました。
（大田区監督 熊谷 善徳）

板橋区では、6月24日城西ブ
ロック競技会を開催させてい
ただきました。
開催にあたっては、どの大会
も選手を集めることが重要課
題となっています。しかし、そ
れ以前に考えなければならな
いことがあります。運営スタッ
フの方々の協力がなければ、競
技会開催そのものが非常に難しく、運営に支障をきたすので
す。
いまやそのような状況が生まれつつあるのが現実ではない
かと思うようになってきました。
登録選手数の減少もさること
ながら、
お手伝いをしていただく方の減少は大会を運営する側
から申しますと、
もっと深刻な事態といえます。
東京都DS連盟の派遣理事会には会員拡大委員会が有ります。

私自身は、従来、会員拡大イコール選手の増加と捉えて来てお
りました。
ただし、
それと同時に、
加盟サークルの競技選手以外
の一般会員増加も考えることが、
これからの大会運営では非常
に重要な案件のひとつになるのではと現在思っております。
幸いにも、今回の競技会を開催するに当たっては、各区市町
村並びに近隣他県の皆さま方、
そしてお手伝いをして頂いた皆
さまのおかげで、
予定しておりました競技全種目を成立させる
ことが叶いました。また、色々な不備等
も有りましたが、何とか無事に開催で
きましたことを感謝致しまして、今後
とも当大会への皆さまのご協力を切望
する次第です。

昭和 63 年に発足した三鷹市
ダンススポーツ連盟は、
今年30年
目を迎えました。去る５月 20 日
（日）には一年前に新しくオー
プンしたばかり、ピカピカの
市総合体育館において、賑や
かにまた華やかに、お祝いの
ダンスパーティを行うことが
できました。
三鷹市長をはじめ、市スポーツ推進課や議会関係者、三鷹市
体育協会関係者、さらに東京都 DS連盟の居樹会長、多摩ダン
ス振興会の稲田会長もお祝いに駆けつけてくださいました。ま
た、多摩東ブロック加盟団体の皆さんのご理解とご協力のもと
多摩東ブロックパーティとさせていただきましたので、多摩東
ブロック加盟各団体の会長さんをはじめ、多くの会員さんが参
加してくださいました。
さらにこの日は、市長さんから感謝状をいただくことになっ
たのです。たまたまこの時期に会長在任中であるだけの私です
が、思いがけない表彰に感慨深いものがありました。
ダンスを愛する 280 余名という大勢の方々にご参加をいた

だくことができて、盛りだくさんのプログラム。短い時間では
ありましたがダンスを楽しんでいただき、お祝いの集いにふさ
わしい賑やかな一日になりました。
パーティの締めくくりは PD 全日本チャンピオンのオレク
シー・グザー／太田吏圭子組によるスペシャルデモ。広いフロ
アで繰り広げられた素晴らしい踊りに、会場からはため息と惜
しみない拍手が送られ、私どもにとっても「設立 30 周年記念
ダンスの集い」は思い出深い華やかなイベントになりました。
今日、連盟は高齢化など難しい問題も抱えております。とは
いえ、多くの方がダンスを通して仲間の輪を広げ、いつまでも
健康でダンスを楽しむことができるような場を作るとともに、
生涯スポーツとしてのダンスの普及に今後も力を注ぎたいと
思っております。

板橋区

三鷹市

板橋区アマチュアダンス協会
吉田 隆治

三鷹市ダンススポーツ連盟
会 長 堀江 順子

次回 98 号の「加盟団体のひろば」は葛飾区・稲城市の担当です。

区市短信

荒川区

会員一同が最初のステップと考えてきた、
荒川区体
育協会への加盟が実現しました。
つぎの目標は第1回荒
川区DS 大会の開催です。
その下準備と情報発信をかね
て、
今年の荒川区ダンススポーツ連盟主催のサマーダ
ンスフェスティバルでは、
パーティ内でT･F･C の単科
戦とW･R の初心者戦を完全オープンで実施します。
プ
ロ/ トップアマチュア審査員で事前申込み制、
各12組
限定を予定しています。
ぜひふるってご参加ください。

荒川区サマーダンス
フェスティバル
8月26日
（日）12：30～16：30
日暮里駅前サニーホール/1,500円
第 1 回荒川区「松尾芭蕉杯」
・単科オープン戦 T･F･C 3種目
・初心者オープン戦 W･R 2種目
平服戦/事前申込各12組限定/1,000円
090－2400－6211／090－5306－2863

羽村市
今回、
羽村市ダンススポーツ連盟事務局
長を務められる中溝正治さんが、
（公財) 東
京都体育協会から平成30年度「生涯スポー
ツ功労者」として表彰されました。
受賞理由
は、
長年の羽村市ダンススポーツ連盟事務
局長、NPO 法人羽村市体育協会指導広報部
長としての役割を全うし、
市のスポーツ推
進へ大きく功績したというものです。

かがやいてますね
東京都民DS大会 D級スタンダード

浅野 仁・浅野 節子（東京都）

１次予選最初のタンゴを踊り終えた瞬間、
「音外した！今日駄目だ ! ! 」
とリーダーからの衝撃の一言。
そこから
地を這うようにして決勝にまで辿り着きました。
今大会で３位となり、
今年２度目の入賞。
リーダーの古希を目前
に何とか昇級を果たすことができました。
65歳と61歳で競技を始めた私たちに、
いつも励まして下さる全ての皆
様に感謝します。
身体能力を発揮するダンスは若い方に任せて、
せめて私たちは
「音楽性のある燻し銀のようなダンス」
を目
指し精進して参ります。
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ダンススポーツ
ツの 成に
ー
で の ジ ュ ニ ア 育 成 は、 子
供たちの成長に伴う人間育成を抜
スポ ア育
みを きにしては語れません。早くは幼児段階か
ス
試
ニ
ン
ら、運動を通じて健康な身体、人との触れ合い、
ダ
ジュ 新たな 自分から積極的に行動できるようになる事などを温かく見
守り、新しいシステムと地域連携と情報共有を通じて、より質の良

い学習とグローバルな視点でのコミュニケーション能力を育んでいく —
ジュニア育成部ではそれを目標に、現在、子供たちとダンススポーツを結ぶ絆の ジュニア育成部長
きっかけ作りの準備を進めています。
篠田 沙代子
ここで、ご紹介したいのは、学習における新システムと地域活動の連携・協力の仕組みです。

●学習における新システムの考え方
・学習するまえの軽いストレッチや簡単なリズミカルな筋肉運動
が、脳内の活性化や記憶力増加の効果をあげることは現在の人
体科学などにより研究されています。また、学習後にはリラッ
クス効果のある緩いストレッチ運動で緊張感をほぐしリカバ
リー。学習が窮屈で苦しいものとは違うという自然な感覚を養
います。
・幼児段階から、ダンスレッスンと英語学習などをコラボし、ス
ポーツ＋学習のポジティブな学習スキルの習得をめざします。
ダンスをひとつの入り口として、幼少期からの心身ともにバラ
ンスのとれた人間形成につながるトータルなジュニア育成を継
続することで、子供たちがより広がりのある将来性を自分のも
のとしていくことを意図します。
学習における
新システムのイメージ

2. 学習
英語・算数・国語
( 時間はあまり長くしない )

1. ウォームアップ
脳内活性化
筋肉活性化で
血流をよくする

期待できる効果
積極性・考察力
観察力・筋 力
集中力・社交性

3.（1 と 2 を何度かくり返した後）
脳や肩などの緊張を解
放するため、
リズムに合
わせてダンスを踊った
りストレッチをする

→運動に興味を惹かれるようになった子供たちへ
・リズミカルな軽い運動＋簡単なステップ、各チームで踊り分けた
リレー形式の踊り繋ぎから、徐々に慣れてきた段階でコミュニ
ケーションを必要とするダンススポーツのステップへと進みま
す。チーム制の共感意識や応援を通じ、パートナリングスキルや
感情を共有できる他者への思いやりを学ぶことになります。

場

7/28

第 51 回東京都市町村総合体育大会ダンススポーツ競技

所：立川市柴崎市民体育館

29
第 13 回オールジャパン・ジュニア DSカップ
2018in 東京
場 所：江東区 BumB 東京スポーツ文化館

8/12

JDSF 公認指導員 ABC 級研修会
場 所：江東区文化センター

8/19

JDSF 公認スクルティニア講習会
場 所：東京都ダンススポーツ連盟事務所

8/26
場

9/23
場

4

（社）
スターダンスクラブ
ジャパン

（公社）日本ダンススポーツ
連盟（JDSF）

東京都
ダンススポーツ連盟
ジュニア育成部

各区市ダンススポーツ連盟
キッズ指導部

JDSF認定ダンス教室

JDSF 公認指導員 ABC 級研修会

場

所：立川市泉市民体育館

場

所：福井市体育館

10/21
11/4

第 26 回都道府県対抗全国ダンススポーツ大会

第 31 回ねんりんピック ダンススポーツ

場

所：氷見市ふれあいスポーツセンター

場

所 ：川崎市スポーツ･文化総合センター「カルッツかわさき」

場

所：町田市総合体育館

11/11

関東甲信越ブロック大会

JDSF 公認指導員 ABC 級研修会

JDSF 公認チェアパーソン講習会

平成 30 年度都民生涯スポーツ大会
場 所：世田谷区駒沢体育館
場

地域活動との連携
イメージ

所：新宿スポーツセンター

9/2

9/17

●地域連携と協力

・各区市ダンススポーツ連盟キッズ指導部やキッズ指導員の方々
と連携しながら、指導内容やカリキュラムを進歩させ、地域ご
との状況に応じた活動への活用に努めます。レッスンやイベン
トの成果や結果フィードバックにより、キッズからジュニア学
習のよりよい環境を提供できるような仕組みを探りつつ実施し
ていきたいと考えています。
・東京都ダンススポーツ連盟主催の各種イベントでは、JDSF 認定
各ダンス教室や（社）スターダンスクラブジャパンとの協力のも
と、子供たちのモチベーションやチームスキルの向上などをめざ
すプログラム実行を計画。さらに、JDSF、各区市ダンススポー
ツ連盟を加えた主要4 者共通の目標である、総合的なジュニア育
成活動の橋渡し役として活動します。

10/7

平成30年

7/22

・さまざまな意味のコミュニケーションが必要となるダンスなど
の運動は、子供たちの心と身体の調和や健康に役立つ以上の効
果を期待できます。チーム行動やパートナーへの配慮が幼児期
〜思春期を通じて重要となる社会性を高めるのです。成年期以
降にも人間的に大きな財産となる、健康につながる運動基礎力
とコミュニケーション能力の高さを育むことになります。

月 祝

JDSF 公認指導員 ABC 級研修会

所：西東京市南町スポーツ・文化交流センターきらっと
祝

JDSF 公認指導員 ABC 級研修会

所：渋谷区スポーツセンター

発 行
発行人
編集人
企 画
発行所
住 所
ＴＥＬ
Ｈ Ｐ

平成 30 年 7 月 1 日
日吉 俊彦（理事長）
佐藤 篁之（広報部長）
広報部
東京都ダンススポーツ連盟
〒161−0031 東京都新宿区西落合1−28−14 榊原ビル1F
03（6908）3412
ＦＡＸ 03（6908）3420
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