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東京都ダンススポーツ連盟広報誌

平成30年9月2日(日)

駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館

平成30 年度 都民生涯スポーツ大会
今年の大会は、生涯スポーツダンス競技史上最多、37 区市のチームの皆さまにご参加いただきました。
また、フォーメーションにも大田区、杉並区、北区と西東京市の 4 区市からの出場をいただきました。さら
に、今年は第1 回となる東京都ブラインドダンススポーツ競技会が開催され、熱戦が繰り広げられました。開
そこ か し こ

とき

こえ

会式が終わって、選手が各区市の陣地に戻るや否や其彼処から鬨の声が沸き上がり、気分が最高潮に盛り上が
るなかでの競技開始。8 時間にも及ぶ熱戦の結果は、江戸川区の優勝となり成功裡に大会を終えることができ
ました。最後に、大会役員や多くの方々のご協力に深く感謝申し上げます。

第1部

優秀団体賞

団体戦
優勝

団体戦

9位

江東区

準優勝

大田区

10 位

調布市

3位

世田谷区・羽村市

5位

杉並区

13 位

足立区

6位

あきる野市

14 位

国分寺市

7位

北区・八王子市

15 位

新宿区・小平市

勝

第2部

団体戦
準優勝

則内 慶彦

大田区

優良団体賞

江戸川区

優

江戸川区

実行委員長

11 位 中央区・昭島市

※ 参加／37区市

フォーメーション

大田区・ダンススポーツカサブランカ

北区・しゃっふるず

昨年一昨年と涙を呑みましたが、今年度３大会ぶり
に優勝杯を奪還することができました。さらに今年は
過去最多の 37 チームが参加し、熱気あふれた大会と
なったなかでの栄冠です。
今年こそはと全員が決勝入りを目指して挑みまし
た。3 組がリダンスを踊り、そのすべてが準決勝へと
進出。決勝にこそ進めませんでしたが、この 3 点ずつ
が栄冠への大きな得点になりました。
祝勝会では大いに盛り上がり、何度も乾杯を繰り返
したことをご報告します。 江戸川区監督 桑田 義孝

メンバー変更が 2 回、練習時間もとれ
ないまま当日を迎えた選手も……大輪を咲
かせることは出来ませんでしたが、仲間の
力のお陰で中輪の花を獲得できました。
当日はあいにくの雨模様でしたが、会場
内は活気に満ち各区市の応援も盛り上がり
ました。私たちも大きな拍手を受け元気を
いただきました。選手の皆さんありがとう
ございました。お疲れ様でした。
大田区監督 熊谷 善徳

第3部

コンペティション

杉並区・ファーストステップ

西東京市・チーム☆ときめき
1

平成30年7月22日（日） 立川市柴崎体育館
第51回
東京都 市町村総合体育大会 ダンススポーツ競技
第 44 回の総合体育大会から参加した「ダンススポーツ競技」も 8 回目となり、都連の多摩
5ブロックが持ち回り開催しています。7 月から 8 月初め夏の暑い盛りに正装での競技は大
変ですが、今回は参加 16 市、さらに団体競技後には初のスタンダード個人戦、シニア戦に
区部や他県からの多数エントリーをいただき、盛会裡に終了することができました。次回は
東ブロック狛江市の担当予定です。

大会副会長

優 勝
準優勝
第3位
第4位
第5位
第6位
第7位
第8位

稲田 義四千

八王子市
立川市
昭島市
小平市
調布市
三鷹市
あきる野市
羽村市

優勝

団体戦優勝

八王子市

最高潮の暑さのなか、結果発表を待つ私たち ! ! 皆それぞれに頑張って、身体中から流れ出る汗
を拭いながら発表を待ちました。
「優勝」という声が耳に入ったときには、ヤッター ! ! ヤッター……と皆それぞれの喜びの声、ま
た廻りの連盟の方々も口々に「おめでとう……」と一緒に喜んでいただき、ますます優勝したのだ
なぁと実感がわき出してきました。このような瞬間に出会えたこと、本当に嬉しく思いました。選
手の皆さま、暑いなか、本当にお疲れさまでした。八王子市バンザ〜イ ! !
監督 石井 慶江

平成30年7月8−9日

平成30年9月8−9日

東京都DS連盟親睦研修旅行

報告

信州・蓼科中央高原

大江戸温泉物語−日光霜降

↑自然豊かな恵まれた
環境のなかにある養命酒
製造駒ヶ根工場にて

東京都ダンススポーツ連盟の親睦研修旅行には、目的のひ
とつとして旅行先のダンス愛好者さんたちとの交流というもの
があります。昨年の大島に続いて、今回の長野でも宿泊先ホテ
ルのダンスパーティに合流し、踊りを通じて地元の皆さんとの
楽しい時間を過ごすことができました。翌日は、日本ダンスス
ポーツ連盟に後援をいただいている養命酒さんの駒ヶ根工場見
学。じつは１日目にもやはり養命酒さんからの講師を招いた「健
康講座」を開催し、参加者の皆さんにいつまでも健康でダンス
を楽しむための秘訣をご教示いただいたのです。ほかにも山梨
のリニア見学センターや八ヶ岳チーズケーキ工房訪問など、盛
りだくさんだった一泊二日の旅行を満喫した私たちでした。
2

多摩DS振興会親睦研修旅行

報告

多摩地域を中心とした会員の親睦とダンス普及を期した“親
睦研修旅行”が今年も実施されました。バス 5 台、180 名を超
える参加者が向かったの
は 3 回目となる日光霧
降。夜の交流パーティに
加え、新装なった東照宮
陽明門を拝観し、今後と
もさらに会員の要望に応
えられる催しを……と、
気持ちを新たにしました。 ↑次第に熱を帯びる研修を兼ねたミニコンペ風景

葛飾区ダンススポーツ連盟
は、区内で活動している 1 2 の
社交ダンス愛好サークルの親
睦と社交ダンスの普及活動を
目的に設立されました。ダン
スブームに後押しされるよう
に、最盛期は 3 0 を超えるサー
クルが加盟し、平成６年には
「ダンス連盟」から「ダンスス
ポーツ連盟」に名称を変更。体育協会加盟団体として、健康
や楽しみためのパーティダンスと競技としてのダンスを追究
しています。ただ、残念ながら近年はダンス愛好者の減少、
選手の高齢化が進行しており、新たな取り組みが求められて
いる状況です。
葛飾区登録の競技選手は現在 5 1 名です。葛飾区ダンスス
ポーツ連盟主催の公認競技会は毎回 2 0 0 組前後の選手が関東
一円から参加する大きなイベントに成長しました。今年は 7
月 8 日に開催の予定でしたが、事情により開催中止、延期と
なってしまいました。仕切り直しとして平成 3 1 年１月 2 0 日
に「第 2 3 回」の競技会を開催する予定です。今回は新人選手
開拓のために「 3 級スタンダード」を行います。平服または

葛飾区

稲城市は、９万人超の人口を
有し多摩ニュータウンの東に位
置する、都心に近く緑豊かな住
みやすい町です。
都ダンススポーツ連盟の10ブ
ロックのうち多摩南ブロックに
属し、
多摩市、
日野市、
八王子市、
町田市、稲城市の５市で構成さ
れ、10ブロック中でも会員数で
は多い方だと思います。
この5市
での持ち回りイベントでは、平成31年３月に稲城市が 第15回
「多摩南ブロック交流ダンスの集い」
（ブロックパーティ）を実施
する予定で、
代表者会議等を通じて現在準備検討中です。
ブロックパーティは、
各市連盟の代表による正装トライアル
で盛り上がり、
ミキシング等で交流を深めています。
また、
代表

稲城市

練習着可ですので、競技会参加のハードルが低くなっていま
す。練習に励む後輩たちに競技会のドキドキ感を味わう機会
を与えるよう、皆さんの周囲の方々に働きかけていただける
と嬉しいです。地元からも何組か出場する予定です。
葛飾区の青木克徳区長はダンスの名手として有名であり、
以前は区役所内にダンスサークルもあったと聞いています。
当連盟では区が主催する 5 月の「エンジョイスポーツ」
、1 0 月
の「スポーツフェスティバル」で、野球やサッカーなどのメ
ジャースポーツと同じようにパーティイベントを行なってい
ます。そして、当連盟が関係する競技会やダンスイベントの
際にはアリーナ形式のエイトホールを使用することができま
す。その際には青木区長からご挨拶を戴くなどの応援をいた
だいています。さらにエイトホールでは毎週日曜日・月曜日
に自由練習会が行われており、
一人 3 0 0 円の入場料で競技会の
会場を使って自由に練習ができ
る環境も整っています。このよ
うにエイトホールは当連盟の活
動拠点になっています。
葛飾区ダンススポーツ連盟
理事長 山ノ井 健樹
者会議では、
ブロック大会の報告、
ブロックの会計報告、
各市連
盟の活動報告等に加え、
居樹都連盟会長による上部団体の報告
等もあり情報を共有しています。
これからもブロックパーティ、
代表者会議を通して５市間の交流を深め、
このつながりを大切
にいきたいと考えています。
稲城市ダンススポーツ連盟
事務局長

須藤 龍介

次回 99 号の「加盟団体のひろば」は新宿区・西東京市の担当です。

区市短信

調布市

２年前、
調布市ダンススポーツ連盟は初心者を対象にした講習会を企画、
市の広報誌等で宣伝した結果、
新人の方が多数参加されました。
また、
当時より当連盟加盟の「ダンシングミンク」も初心者を対象にした講習会を毎月1〜2回行っておりました。
参加者からの練習増加要望
を受けて開講数を倍増させるようにした結果、
徐々にメンバー拡大につながり、
現在で
は15名にまで増加してきました。
これは中級者の方のご協力あってのことと感じてい
ます。
その方々を含め、
約25名参加での初心者講習会を継続しています。
２カ月ほど前には、
初心者競技会を実施。
こちらも中級者のご協力により大変盛況に
終えることができました。
種目はワルツ・タンゴですが、
今後はルンバとスローを追加す
る予定です。
講習会回数増加と初心者競技会の実施により、
ダンスの楽しみを新たに経
験する方々が増えてきたことは、
当連盟として大変喜ばしいことと思っております。
今後もさらに初心者の方を増やす活動を行ってまいります。

調布市ダンススポーツ連盟派遣理事

麻奥 直美

かがやいてますね
平成30年度都民生涯スポーツ大会 D級相当ラテン

山本哲夫・剣持信子（荒川区）

同じサークルで一緒にダンスに励んでいる私たちが、
今回の大会出場のためにカップルを組みました。
所属
サークルは、
月に2回、
プロの先生やPDの方のレッスンがあります。
ワンポイントレッスンでは、
自分の足りないとこ
ろを指摘していただき、
大変勉強になります。
練習すればするほど、
ダンスの奥の深さや難しさを感じますが、
だからこそ、
ダンスは楽しい！ これからも、
お互いに上を目指して、
精進してまいります。
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東京都ブラインドダンス
第1回
スポーツ競技会
平成 30 年 9 月 2 日の都民生涯スポーツ大会において、第 1
回東京都ブラインドダンススポーツ競技会が開催されました。
皆さんご存知と思いますが、ブラインドダンスとは視覚障害
者の社交ダンスです。視覚障害はありますが、ダンス好きとい
うことは皆さんと同じで、一般の競技会に出場されているカッ
プルもいます。東京都関連でも当日、または昨年の世田谷区 DS
大会でご覧になった方は分かると思いますが、出場者は障害が
男性・女性・両人共とさまざまで、「晴眼者」と呼ばれる目の見
える方と視覚障害者のカップルや障害者同士のカップルなどが
参加しました。
障害度合についても全盲
と
それに近い 1 級から 6
ブ ラ イン ド競技結果
級まであり、今回は障害者
ラテン
の方がゼッケンをつけ、そ
１位

北山義徳 ･ 智津代組

２位

池田定道 ･ 水野美貴子組

３位

新谷紀夫 ･ 末永洋子組

の人の踊りを審査していただくという形で実施したのです。
皆さん日頃の練習成果を十分発揮され、「楽しかった」「また
開催してほしい」との声をいただきました。
まだまだ認知度が低く競技人口も少ないとはいえ、今年の『日
テレ 24 時間テレビ』でも取り上げられなどしており、少しでも
ダンスを始める方や競技に出場される方が増えればと思います。
今回、遠くは愛媛県・和歌山県からの出場もあったことに深
く感謝いたします。

大会ディレクター 野村 利治

スタンダード
１位

北山義徳 ･ 智津代組

２位

水野貴公 ･ 田名後浩子組

３位

池田定道 ･ 水野美貴子組

ラテン / スタンダード優勝

北山 義徳･智津代（1級視覚障害） 和歌山県

8 月 26 日の『日テレ 24 時間 TV「ブラインドダンス（BD）大会」』から 2 週続いての上京でしたが、ラテン・ス
タンダードともに優勝でき、疲れも吹き飛びました。大会にご尽力頂いた方々ありがとうございました。
視覚に障害があるとどうしても行動に制限があり、スポーツはハードルが高いものですが、BD大会が開催され
その情報が報じられることで、「見えなくても躍れる」という事実が広く一般に伝わればいいなと思っています。

平成30年

11/4
11/11
11/11
11/24

発
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第 31 回全国健康福祉祭とやま大会
“ねんりんピック富山 2018”
場所：氷見市ふれあいスポーツセンター
第 20 回関東甲信越ブロック選手権
場所：カルッツかわさき
JDSF 公認指導員 ABC 級研修会
場所：町田市立総合体育館
ダンススポーツフェスティバル in 東京 2018
・第 38 回三笠宮杯選抜戦最終選考会
場所：駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館
第 27 回 全国公認指導員・審判員・PD 会員
「ダンススポーツコングレス」
場所：新宿コズミックスポーツセンター 2F 大体育室

11/25

第 38 回三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権
第 27 回 全国公認指導員・審判員・PD 会員
「ダンススポーツコングレス」
場所：駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館

12/16

JDSF 公認チェアパーソン
（競技長）研修会
場所：新宿区立新宿スポーツセンター 2F 大会議室

平成31年

1/5

東京都ダンススポーツ連盟新春大ダンスパーティ

場所：新宿コズミックスポーツセンター 2F 大体育室

行
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