長野県ダンススポーツ連盟
広報誌

2009.11.10
発行/
長野県ダンス
スポーツ連盟
編集構成/
広報部

http://www.jdsf.or.jp/nagano/

第５号

第 26 回長野県ダンススポーツ大会開催
7 月 20 日(月) 海の日、佐久市総合体育館において、
第 26 回長野県ダンススポーツ大会が開催されました。20
の競技区分に参加 355 組、延べ出場区分 580 組で、熱気
あふれる大会が繰り広げられました。今回の大会には、
信陽食品株式会社様（長野市 斉藤実社長）に大会スポ
ンサーになっていただき、ジュニアの 3 区分に｢ポンちゃ
んカップ｣杯が授与されました。そのほか、たくさんの賞
品を提供していただきました。

長野県の受付は美人ぞろい

大人もがんばってます

斉藤組の選手宣誓

ヒールチェックも

賞品の準備はバッチリ
のびのびーと！！

ジュニアの部の様子

練習タイム

チビッコ選手も増えました

しっかりやってね

第 27 回長野県ダンススポーツ大会のお知らせ
11 月 29 日(日)佐久市総合体育館において
第 27 回長野県ダンススポーツ大会が開催され
ます。スタンダード、ラテンともＢ級、Ｃ級、
Ｄ級、１級、３級、５級、グランドシニアＢ級、
小学生以下のジュニアⅠ、中学生以下のジュニ
アⅡ、プレジュニアⅠの区分が設定されていま
す。出場選手は日頃の練習の成果を十分に発揮
し、がんばってください。入場は無料ですので、
友人、ご家族をお誘い合わせの上、観戦、応援
にいらしてください。

事務局よりお願い
北信越大会、東部ブロック戦、三笠宮杯、
全国都道府県対抗戦など県別団体戦のあ
る競技会の個人戦にエントリーする選手
は、必ず連盟事務局までご一報ください。
TEL 026-213-6601 FAX 026-213-6602

大会前夜祭と選手強化部からのお知らせ
前日 11 月 28 日(土)同会場で、前夜祭として
講習会と交流会が開かれます。ゲストはラテ
ンファイナリストの正谷恒樹・齋藤愛組です。
講習会講師と交流会での模範演技をお願いし
ています。全日本ダンススポーツランキング
ラテン 2 位の技術の確かな選手です。
講習会（ﾗﾃﾝ）15：00～17：00 ￥1000
交流会
18：00～20：30 ￥1000
正谷組ラテン模範演技は 20：00 ごろ。講習会
と交流会セットの前売り券￥1500 もあります。
お問合せは、各
支部長、理事、
または
選手強化部後藤
(0269-22-7416）
へ。
正谷・斉藤組

信州ねんりんピック報告
9 月 19 日(土) 辰野町社会体育館において、
2009 信州ねんりんピックダンススポーツ交
流大会が開催されました。 JDSF 等の競技
選手登録者のシルバースター戦、競技会出
場 3 回未満（女子同士可）のエンジョイ戦
の 2 区分で、それぞれスタンダード、ラテ
ンの熱戦が繰り広げられました。この競技
会は平成 22 年 10 月に開催されるねんりん
ピック石川２０１０（全国大会）の出場者
の選考会を兼ねています。競技会のあとは
参加者も役員も交流会で和やかにダンスを
楽しみました。

第 3 回竜の里須坂
ダンススポーツ大会開催
9 月 21 日(月) 須坂市北部体育館において
第 3 回竜の里須坂ダンススポーツ大会が
開催されました。ローカル色豊かなこの
大会も徐々に定着しつつあり、県外からの
参加者も多くなり年々盛り上がりを見せ
ています。
優勝賞品が当地の名産の巨峰であること
や、和気あいあいとした雰囲気が売りの
競技会です。審判員の先生方からの評判も
よく、「また来たい」「楽しかった」といっ
てお帰りになりました。

事 業 部 か ら の お し ら せ
長野県ダンススポーツ連盟 事業部では、さまざまな JDSF グッズを販売しております。
おすすめ品の一部を紹介します。品代のほか送料もかかります。
・ダンス音楽ＣＤ Dance Sport Vol.8 \2900
・技術認定アマルガメーション２ ハイグレードコース ＤＶＤ（またはＶＨＳ）
（ﾜﾙﾂ、ｸｲｯｸｽﾃｯﾌﾟ、ﾙﾝﾊﾞ、ｻﾝﾊﾞ）各\3000
・姿勢矯正バンド ￥6800 男性必見です
お問合せは 事業部 大槻泰彦 0265-79-2783 まで（連盟のホームページもご覧下さい）

最高のフォローリーダー！！

認定会各支部で開催
各支部で認定会が行われました。今年度よ
りグレード６,５に加えグレード４が始ま
りました。長時間にわたるタイムテーブル
でしたが、受験者からは、「程度がちょう
ど良かった」、
「講習が分かりやすく、非常
に勉強になった」などの声が聞かれました。

第9回

緊張しますよね

第 3 回北信越選手権大会

8 月 9 日（日）
松本市今井農村環境改善センター (中信)
第 10 回 8 月 29 日(土)須坂市北部体育館（北信）
第 11 回 10 月 18 日(日) 宮田村文化会館 (南信)
以上のとおり開催されました。

県別対抗団体戦総合優勝

8 月 9 日(日) 富山市 婦中ふれあい館にお
競技中の武井・熊木組と羽田・小出組
いて 第 3 回北信越選手権大会が開催され、
県別対抗団体戦で長野県チームが総合優勝し
ました。右の写真
は、Ａ級スタンダ
ード戦で優勝の武
井健太朗・熊木美
和組（左端）と、
奮闘する羽田和
弘・小出美江子組
(中央)。長野県の
応援横断幕も良く見てください
応援横断幕は今年
Ａ級戦に出場した前会長
度、新調されました。地は長野県カラーの鮮やかなグリーンで、と
の岡田組と総合優勝盾を
ても目立ちます。カラーでお見せできないのが残念です。
持った高橋会長

ポンちゃんラーメン、一度食べたらやめられません。

本社・工場 〒381-0035 長野市北条町 26 Tel 026-243-2915㈹
http://www.avis.ne.jp/~shinyo-f/

今が旬だンサー

今回ご紹介するのは、南信支部の
奥野信一・智恵子組です

バリ島でギターを聴いていた時、ウエイタ
ーに「お二人でダンスを」と勧められた。
『あいにく僕は踊れない』それがダンスを
始めたきっかけです。それから３年、現在、
高遠のサークル「ザ・ラスティック・ラバ
表彰式
ーズ（田舎の恋人たち）
」の中山コーチャ
ーに妻と一緒に教えて頂いています。今年
7 月、佐久での新人戦、ワルツでは優勝、ねんりんピック、エンジョイ戦
スタンダードでは準優勝でした。３級もこれからですが、夢は 1 級です。 奥野さん、きまってます
奥野信一 61 才。
長野県ダンススポーツ連盟
2009 年末ダンススポーツ
フェスティバルのお知らせ
長野県ダンススポーツ連盟では、ダンス愛好家
の交流と長野県ダンススポーツ連盟活動の 1
年間の総括として、12 月 23 日(水)天皇誕生日
須坂市北部体育館において 2009 年末ダンスス
ポーツフェスティバルを開催します。12：30
～16：30 ダンスタイムを中心に、支部対抗戦、
トライアルなどのイベントもあります。前売り
券￥1000、当日券￥1200。前売り券は各支部長
へお申込ください。

支部長紹介

北信支部長小林廣美です。

４月から北信支部長を務めさせて頂くこ
とになりました、よろしくお願いします。
支部として、認定会用講習会そして、認定
会を実施し多勢の受験者のご参加で大成
功に終わりました。今後の目標としては、
ダンス愛好家にいろんなダンスライフを
提供する手助けをすることです。支部役員
とコミを図りながら、意見や
要望が反映できる体制作りを
して、一歩でも前進出来るよう
頑張りたいと思います。

やった快挙！！長野県ﾁｰﾑ
全国都道府県対抗団体戦 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ第 3 位、
ラテン第 10 位、総合第 4 位
11 月 1 日(日)長岡市市民体育館において
内閣総理大臣賞争奪 第 17 回都道府県対抗
全国ダンススポーツ大会 in 新潟が開催さ
れ、全国から 27 チーム出場し、長野県が
総合第 4 位の好成績を収めました。
スタンダード部門 第 3 位
ワルツ 岡田明義・祐子(塩尻)
タンゴ 上倉国雄(飯山)･外谷千代(長野)
スロー 武井健太朗(佐久)・熊木美和(静岡)
クイック 田中和之・美穂(長野)
ラテン部門 第 10 位
サンバ 大門希獅(長野)・仲田夏奈子(東京)
チャチャチャ角田富重(佐久)・竹内啓子(長野)
ルンバ 塩原仁(塩尻)・増沢幸子(塩尻)
パソドブレ秋山健一(上田)・竹内美智子(上田)

代表選手の皆様お疲れ様でした。

広報部では、ローカルな交流会や講習会など
あとがき
ダンスに関するニュースを募集しています。200
字程度にまとめて、投稿してください。写真も添えてください。
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