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第21回関東甲信越ブロック選手権、第27回「都道府県対抗全国ダンススポーツ大会」in 茨城、

の両大会において、東京都チームがいずれも優勝という素晴らしい成績を残しました。

　謹んで年始の御挨拶を申し上げます。皆さま方におかれまし
ては、希望に満ちた新年をお迎えの事と心からお喜び申し上げ
ます。併せて、日頃の当連盟への格別なるご支援、ご協力に厚
く御礼申し上げます。
　昨年は日本各地が災害に見舞われ、特に台風19号は甚大な
被害となり、多くの尊い命が奪われました。あらためて、心
よりお見舞い申し上げます。
　早いもので「令和」改元のニュースがついこの間のような気
がいたしますが、この年は、様々なスポーツが、日本を賑わせ
た新時代への幕開けでした。特に「ラグビーワールドカップ
2019日本大会」は、多くの国民をテレビの前にくぎ付けにし、
にわかラグビーファンも増えたようです。また、ダンス界でも
ジュブナイル、ジュニア、ユース、アダルト、シニアと、各部門
での著しい活躍がみられます。メディアの力を借りてでも、ア
ピールの場を広げることができたら、多くの国民へ感動をもた
らすことでしょう。特に、シニアの活躍は、高齢化の波に飲み
込まれようとしている方々に勇気と希望を与えるものといえます。

　本年はいよいよ「東京 2020オリンピック・パラリンピック
競技大会」が開催されます。「ダンススポーツをオリンピック
の舞台へ」の夢も、実現に近づいていると思います。
　当連盟も「ダンススポーツをより多くの方に」を合言葉に、
様々な取り組みを積極的にすすめていますが、皆様方にもお知
恵を出していただき、普及促進に力をお貸しいただきたいと願
う次第です。
　令和二年は「十干十二支」でいうところの、庚

かのえ ね

子になりま
す。昔から調和のいい組み合わせだといわれています。
 「子

ね

」のあらわす生命のスタートが「庚
かのえ

」の結実のあとに
転身するの意味の如く、新たな目標に向かって、それを成し
遂げ、次の世代がより一層ダンススポーツの世界で活動でき
るよう足下を固めていきたいと思います。
　結びに、当連盟への変わらぬご支援、ご協力をお願い致しますと
ともに、2020年が皆様にとって、目標を達成され、次の年にま
た一歩前進するいい年になります事を祈念しご挨拶にかえさせて
いただきます。

足下を固め、
　 新たな道へ

スタンダードで優勝、ラテンでは惜しくも準優勝となった東京都チーム
は、スケーティング審査の結果、2年ぶりの総合優勝を勝ち取りました。
準優勝は神奈川県チーム、3位は茨城県チームでした。

東京都チームはラテン・スタンダード共に優勝を果たし、総合優勝に輝きました。個人戦
でも、田中/小山組がシニアⅢスタンダード優勝、シニアⅢラテン準優勝。A級スタンダー
ドの山田/秋山組優勝、A級ラテンの大久保/吉村組優勝と、東京勢が大活躍しました。

●2019年11月4日(月･祝)

　第21回 関東甲信越ブロック選手権「都県対抗戦」

　駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館

●2019年11月17日（日）

　内閣総理大臣杯争奪 
　第27回「都道府県対抗全国ダンススポーツ大会」in 茨城

　アダストリア水戸アリーナ

会 長　居 樹 保 朗
東京都ダンススポーツ連盟

ダンススポーツ

東京都ダンススポーツ連盟広報誌
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（公財）東京都スポーツ文化事業団理事長杯

スタンダード競技

ラテン競技

ダンススポーツフェスティバル in 東京2019
　今年は第 39 回三笠宮杯が二日間開催となり、限られた時間内での開催となりました。
　毎年、三笠宮杯の予選会も同時に開催されておりますが、今回は午前を勝ち抜きそのまま三笠宮杯
本選へと出場された選手もいらっしゃいました。次年度への昇級、三笠宮杯へ向けた各競技は開会か
ら非常に熱を帯びたもので、早朝より大変な盛り上りを見せた大会となったのではないでしょうか。
　Ｂ級戦優勝の牧嶋・笠松組 (St)、野村・木内組（Lt) には、東京都スポーツ文化事業団理事長杯が
授与されました。誠におめでとうございました。
　朝早くから参加いただいた選手の皆さま、また準備にあたった大会役員の方々には深く感謝申し上
げます。

大会実行委員長
此村 義明

2019年11月9日（土）  駒沢オリンピック公園総合運動場体育館

　この度は、思いかけず理事長杯を頂き大変光栄で
す。大学の舞踏研究会の同期ですが、リーダーがスタ
ンダード専攻、パートナーがラテン専攻だったため、
学生時代に一緒に出場したのは、一番最初の新人戦
だけでした。
　スタジオのチーム戦に出場するために、急遽、今

年の４月に組むことになり、そのまま６月から試合に出場しています。ま
だまだカップルとしては駆け出しですが、誰からも好感を持たれるダンス
を目指し、頑
張っていきた
いと思ってい
ます。これか
らも応援を宜
しくお願い致
します。

　昨年、大病を患ったことでダンスへの思いが再燃し、退
いていた競技に復帰しました。何度かお世話になっている
本大会には約10年振りの出場となりましたが、今回初めて
優勝できて嬉しい限りです。我々が競技できる場を下さっ
て、大会本部や運営の皆様にはいつも感謝しています。
　私事ですが、ここは学連時代に全日本を戦った会場でも
あります。当時を思い出しながら、妙な緊張感もわき（笑）
とても清々しい気持ちで踊れました。（野村）
　音楽に合わせ身体を動かし感情を表現する、それが大好きで、やはり競技は私に

無くてはならないも
のだと思い、改めて
踊り始めました。こ
れからももっといい
踊りができるダン
サー目指して頑張り
ます。（木内）

（千代田区）  

（東京都）  

JDSF
B 級戦スタンダード
牧嶋 直将・笠松 舞奈

JDSF  B 級戦ラテン
野村 亮・木内 美奈

JDSF  C 級戦スタンダード

JDSF  C 級戦ラテン JDSF  D 級戦ラテン JDSF  2 級戦ラテン

JDSF  D 級戦スタンダード JDSF  2 級戦スタンダード

優勝優勝
優勝優勝
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港 区港 区

　港区ダンススポーツ連盟は、港ダンスス
ポーツクラブと東京ダンスクラブの2つの
加盟サークルで構成されている小規模な連
盟です。
　一昨年まで競技会は開催しておらず連盟
としての活動は活発ではありませんでした
が、昨年より活性化しようと、港区ダンス
スポーツ大会を開催したほか、都民生涯ス

ポーツ大会にも参加し
てきました。今後、都
民体育大会の団体戦に
も参加できるように会
員を増やしていきたい
と思います。
　港区は、湾岸地区を
中心に開発が進み高層
タワーマンションが林
立するなど、急速に
人口が増えて来ていま

す。例えば、区内の港南小学校は児童数が1300人近くに達し、
東京で2番目に大きな小学校だそうです。また2014年に新たに
作られた港区スポーツセンターは、田町駅から徒歩6分という抜
群の立地に2000平米のアリーナを備えるなど、都内でも随一の
スポーツ施設となっています。
　今後の活動では、区内のスポーツ施設を有効活用すると共に、
増える新興住民の家族層に対してダンススポーツを積極的にア
ピールしていきたいと考えています。情報発信のツールとして、

新たに連盟のホームページを開設したほか、LINE公
式アカウントをつかって活動予定も発信していきます。
　ぜひホームーページをご覧の上、LINEアカウント
の友達登録をよろしくお願いします。

ホームーページ： https://www.minato-dsf.jdsf.or.jp/
LINE 公式アカウント： @minatodsf

港区ダンススポーツ連盟
派遣理事　前田 経一

城北ブロックの一員・台東区では、今年のダンス普及の起爆剤に「シニアスポーツ振興事
業」と「親子でダンス」を定め活動を展開しています。野澤会長が台東区体育協会監事である
ことから区役所との人脈を最大限活用しています。
  「音楽に合わせて楽しく体を動かし、ステップを踏む。これだけでもとっても楽しいけれど２
人で踊ったらもっと楽しい」をテーマに「ロコモ予防で社交ダンス講習会」を 1 月に開催し、
45 名の方に参加いただきました。

2020 年３月 22 日（日）には「台東区民体育祭ダンスフスティバル」を開催します。テー
マは台東区らしく『親子でダンス〜みんなで粋に、楽しく〜』です。シニアから子供まで楽し
く踊れます。他区市のみなさんの積極的なご参加をお待ちしております。

　　　　　　　　　　　　台東区ダンススポーツ連盟  派遣理事　山根 言一

東京城北ブロック

東京都ダンススポーツ連盟 「 新 春 大ダンス パ ーティ」
　1月5日（日）、毎年、新年の恒例となっている都連主催の「新春大ダンスパーティ」が、新宿
コズミックスポーツセンターで開催されました。
　13時のスタート前から、会員の皆さんはじめ多数のダンス好きが集まり、ドアオープンから例
年以上の熱気に包まれるなかパーティがスタート。生バンドの演奏でも盛り上がるダンスタイムや
ミキシングにはPDダンサーの方々も参加、トライアルタイムにも会員の方々との見事な踊りをみ
せてくれました。さらに、楽しみはダンスだけでは
ありません。会場をため息の嵐で包んだトップクラ
スPDペアのデモンストレーション、フロアに出店
したおなじみのダンスショップでのウエアーやグッ
ズチェック、そして新春ならではの大抽選会、もち
ろんその合間には賑わうダンスタイムが続き、令和
初の都連ダンス交流パーティは、ラストワルツの16
時過ぎまでの楽しく華やかな時間となりました。
（来年の開催は1月10日（日）です）

2020年1月5日（日）  新宿コズミックスポーツセンター

3

次回の「加盟団体のひろば」は台東区・昭島市、「区市短信」は東京中央ブロック・東京 DSC の担当です。

かがやいてますねかがやいてますねかがやいてますね 鈴木 瑞観・乗越 夕記子（世田谷区）鈴木 瑞観・乗越 夕記子（世田谷区）

JDSF　B級スタンダード

私たちは世田谷区のパーティがご縁でダンス仲間になり、数年前からJDSF競技会に出るように
なりました。学連からシニアまでという、世田谷区の熱いダンサーの皆さんに刺激され、10ダンスの
練習ができて、とても感謝しています。
リーダーは声が良く通るので、仲間の番号を呼んで応援するのが上手です。パートナーは可愛く
がモットーです。これからも大会のお手伝い等を通じて、ダンス仲間が広がることを楽しみにしていま
す。どうぞ宜しくお願いいたします。

区市短信



ネットエントリー手順ネットエントリー手順 都連 H P「東京都関連の大会」画面から
該当大会の「エントリーフォーム」を選択

11

出場競技区分に

チェックマーク

を入れる

22
責任者情報

（所属団体情報）

を入力

33

申込者情報を
入　力

44
リーダー・パートナー
情報(選手情報)

を入力

55

入力内容

確 認

66

エントリーする

・団体名
・責任者の氏名
・責任者の電話番号

・氏  名
・氏 名（フリガナ）
・電話番号
・郵便番号
・住  所

（ エントリー      
フォーム送信）

 リーダー
・リーダーの氏名
　（フリガナ）
・リーダーの選手番号
・リーダーの所属団体
 パートナー
・パートナーの氏名
　（フリガナ）
・パートナーの選手番号
・パートナーの所属団体

　インターネットの利用が当たり前となった現在、競技会エン
トリーについても窓口を広げるためにインターネットを活用でき
ないか検討を重ね、都連では 2 月の都民大会より Web エント
リー運用を開始することとなりました ｡
　ただし、インターネットによるエントリーが困難な方のために、
並行して従来の申込用紙郵送方法も継続していきます。また、
区市連盟との情報共有についても導入･システム化いたしました。
　注意点は、JDSF の選手登録情報との連携がないため、エント
リー入力時に誤りが無いように十分確認して頂くことです｡
　今後は ､ 東京都主催大会を中心に運用して利用者からのご意
見を取り入れ、さらに選手の皆さんがエントリーしやすくなるよう

に整備していきます ｡

東京都ダンススポーツ連盟 ＷＥＢエントリー開発チーム
此村 義明

第70回東京都都民ダンススポーツ大会
（立川市 2月2日 ㈰）から競技会への

ネットエントリーが始動しています。

発　行   2020 年 1 月 1 日
発行人   日吉 俊彦（理事長）
編集人   佐藤 篁之（広報部長）
企　画   広報部
発行所   東京都ダンススポーツ連盟
住　所   
〒161−0031 東京都新宿区西落合
　　　　　1−28−14 榊原ビル1F
ＴＥＬ   0 3（ 6 9 0 8 ）3 4 1 2
ＦＡＸ   0 3（ 6 9 0 8 ）3 4 2 0
Ｈ Ｐ  http://tokyo-jdsf .org
（「春夏秋冬」バックナンバー掲載）

ネネッットト
トトリリーーエエンン

始動！

大会エントリー初期画面

1/26 日 Kiss Kiss キッズ  スタディ＆ダンスラボ
 場所：新宿コズミックスポーツセンター
 キッズラボ プラス＋（レベル UP）
 場所：シノダスポーツダンスクラブ
1/27 月 東京都シニア・コミュニティ交流大会
 場所：駒沢オリンピック公園 体育館
2/2 日 第 70 回東京都民ダンススポーツ大会
 場所：立川市柴崎市民体育館
2/9 日 ジュニア指導員研修会・審判員研修会
 場所：有明センタービル DTC
 ダンス技術勉強会
 場所：東京都ダンススポーツ連盟事務所

3/1 日 ダンス技術勉強会
 場所：東京都ダンススポーツ連盟事務所
3/7 土 第 12 回ダンススポーツフェスティバル in 東京オープン
 場所：駒沢オリンピック公園 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」（1日目）  
 場所：ファースト・プレイス東京
3/8 日 第 22 回東京オープンダンススポーツ選手権
 場所：駒沢オリンピック公園 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」（2日目）  
 場所：駒沢オリンピック公園 体育館
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