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５月４日(火)みどりの日 松本市信州スカイパーク体育館に 

おいて、第 28 回長野県ダンススポーツ大会が開催されました。 

エントリー 291 区分、162 組の出場があり、なごやかな 

雰囲気のなかにも、長野県ダンススポーツ連盟らしいきびきび 

とした進行で、熱戦が繰り広げられ 

大会は大いに盛り上がり 

ました。 

 今大会も大人に 

混じって、ジュニア 

の活躍が目に付き 

ジュニアに力を 

入れる長野県の 

姿勢が内外にアピール 

されました。 

 

 

 

第 28 回長野県ダンススポーツ大会開催

４級戦 
プレジュニアの部 

平成 22 年度 
長野県ダンススポーツ連盟 

通常総会開かれる 

ジュニアの部 

総会の様子 

 ５月３日(月) 松本市信州スカイパーク体育館会議室で 

平成22年度長野県ダンススポーツ連盟通常総会が開催されま

した。前年度の事業報告・収支決算、今年度の事業計画案・

収支予算案などが審議、承認されました。今年度も長野県の

チームワークを発揮して、連盟一丸となって活動することを

確認しました。 

高橋 淳 長野県ダンススポーツ連盟会長 あいさつ 

長野県連盟の会長として２年目に入りましたが，今年は昨年以上に 

ダンスを楽しむ環境作りに力を入れていきたいと考えています。 

そのために，指導員の充実を図り，また，競技レベルの向上を図り 

たいと考えています。６月の第２９回大会には，トップ選手を招待 

しました。７月にはジュニアの全国大会を招致し，長野市ホワイト 

リングで開催します。第２回年末ダンススポーツフェスティバルも，更に進化させて楽しん

でいただけるように計画しています。今年も皆様のご支援をお願い致します。 

高橋淳会長 



第５回オールジャパン・ジュニア・ダンススポーツカップ ’２０１０ in 長野 開催 

 ７月１８日（日）長野市ホワイトリング（真島総合スポーツアリーナ）

において、ジュニアの全国大会、第５回オールジャパン・ジュニア・ 

 

 

第５回オールジャパン・ジュニア・ダ

ンススポーツカップ ’2010 in 長野

の前日 7 月 17 日(土) 18：00 より、

長野市ホワイトリングで一般ダンス

愛好者のための前夜祭交流パーティ

を開催します。お仲間をお誘い合わせ

のうえ、ふるってご参加ください。

前夜祭交流パーティのお知らせ 

ダンススポーツカップ ’2010 in 長野 が開催されます。出場組数

は２５０組以上、出場区分数は７００区分が見込まれ、付き添いの父兄、

観戦者などを含めると非常に大きな大会になります。競技区分はユース、

ジュニア、女子中学生、小学生 4～6 年、小学生 1～3 年部門のそれぞれ

ラテンとスタンダード、そのほかリズム体操部門もあります。詳しくは

シラバスをご覧下さい。シラバスは長野県ダンススポーツ連盟のホーム

ページ又は、大会事務局 

百瀬（0263-52-4501）、 

連盟事務局 高橋（026-213-6601）へお問合せ 

下さい。出場申込締切は 6月 19 日(土)到着分まで

とします。 

競技会ポスター 

協賛金および広告の募集

 

第５回オールジャパン・ジュニア・ダンス 

スポーツカップはジュニアの全国大会です。 

参加費だけでは大会運営の費用はまかなえません。大会運営資金確保のため、長野県ダンス 

スポーツ連盟の会員および一般の方々から協賛金および広告を募集します。大会を成功させる 

ため、ジュニア育成、広くはダンススポーツ発展のため、ぜひ皆さんのご協力をお願いします。 

広告または協賛者のお名前はプログラムに掲載されます。 

協賛ﾌﾟﾗﾝ プラン１ プラン２ 

形式 ダンス教室、会社、お店、グループ、サークル、

個人など広告をかねて協力する 

個人、有志、グループで協賛する 

 

金額 プログラム 1ページ：２万円 

半ページ：１万円 

1/4 ページ：5000 円 

協賛金 1口（１人）：1000 円以上 

協賛者として他の方と一緒に 

お名前が掲載されます 

お申込は応援メッセージ、または広告と協賛金を添えてサークル長、支部長へお申込ください。 

みなさんの心温かいご支援をよろしくお願いします。 



 第 29 回長野県ダンススポーツ大会のお知らせ
 

６月１３日(日)佐久市総合体育館において、第 29 回長野県ダンススポーツ大会が開催されます。 

また、第４回北信越選手権が併催されます。競技区分はＡからＤ、1、３級、グランドシニアＡ、 

レディース、新人、ポンちゃんカップジュニア中学生以下、小学生以下戦のそれぞれラテン、ス

タンダード、ポンちゃんカッププレジュニアＩ戦ラテンが用意されています。また、前日１２日

(土)には、講習会(15：00～16：30 ￥1000)と、デモ付き交流会(17：00～20：30 ￥1000)を計画

しています。デモンストレーターは全日本アマチュアラテンチャンピオンの久保田弓椰・蘭羅組

です。北海道の選手なのでなかなか間近で見られません。この機会をぜひお見逃しなく。 

事 業 部 か ら の お し ら せ  

講談社ムック        の割引予約販売をいたします。 

ダンスタイムはさまざまな観点からダンスの魅力を掘り下げ、日本 

ダンススポーツ界のトップ選手の裏話やジャッジの本音など話題満載 

の雑誌です。定価は１冊９８０円ですが今回特別価格１冊８８０円で 

予約購入ができます。発売は今年の３月(発行済)、６、９、１２月の 

下旬の予定です。申込は、事業部 大槻泰彦まで 

 ＴＥＬ＆ＦＡＸ ０２６５－７９－２７８３ 

〒399-4601 箕輪町大字中箕輪 160 

雑誌は自宅に届きます。 

（紹介文 倉科和広） 

中信支部長 滝川盛也さん 
我が滝川支部長は、中信ダンス界の中心人

物と言っても過言ではありません。 

ジュニア世代、アダルト世代、そしてシニ

ア世代と、まさに三世代が活躍する中を、

持ち前の行動力と、朗らかな性格、そして

誰もが驚くほどの幅広い人脈で、総合的に

まとめているのです。そんな人望の厚さ

に、多くの仲間が集まり、それぞれが役割

分担をして中信支部を盛り上げています。

自分の孫の世代と一緒にレッスンに汗を

流し、また自らも競技会に向けての練習に

汗を流す、まさに 

チャレンジャー 

ではないかと思い 

ます。我が母校 

東京農業大学の 

大先輩、今度は 

農大名物 

“大根踊り”を 

一緒に広め 

ましょう。 

 
ダンス川柳 募集 

広報部ではダンス川柳を募集します。ダンスに

関する川柳で５･７･５にとらわれず、字余り、

自由律など何でもあり。 

例)審査員泣かせのシニアの部  

だれもリズムに 合ってない 

例)つけまつげ ずれてるパートナー 

 目の前に 思わず吹きだす １次予選 

応募は広報部 後藤まで 住所・氏名・電話を

記入の上、ＦＡＸでお送り下さい。 

FAX 0269-22-7416 次号で紹介します。 

滝川支部長とお孫さん



今回は、東信支部の 

柳澤斉さん、新海美和 

さんペアです。 

ダンスを始めて４年目になります 

ながのアカデミア・ダンスさーくる

で開催している「サルサ教室」に友

人から誘われ見学にいったのが、き

っかけでした、それ以来すっかりダ

ンスに魅了され、サルサだけではな

く、 

ラテン 

・スタンダード・１０ダン

スにもチャレンジするよう

になりました。ダンスの基

本動作が学べるという「ダンスうんどう」に参加したのがきっかけで、ジュ

ニアとのふれあいもあり子どもたちとのダンスも楽しんでいます。月に１回

お見えになる小樽の小林英夫先生と頼れるリーダー、先輩方のご指導と、楽

しいサークルの仲間と可愛いジュニアたちの励ましのおかげで、昨年から競

技会にも出場し、ラテンＣ級、スタンダードＢ級を頂きました。これからも

体も心も健康に、ダンスライフを楽しんで生きたいと思います。 

技術認定会を受験してみませんか？ 
自分のダンスをより確かなものに！！ 

グレードは３から６まで。本番の試験の

前に講習会を何回か開催します。分かり

やすいと好評の講習です。受講経験者か

らは勉強になったとの声が聞かれます。

種目はラテン：ルンバとチャチャチャ、

スタンダード：ワルツとタンゴ。服装は

練習着程度でＯＫ。パートナーのいない

方も安心。連盟の認定会役員がお相手し

ます。受験料は１区分￥3000。お仲間 

お誘いあわせの上、お申込下さい。 

詳しくは各支部長へお問合せ下さい。 

今が旬だンサー

柳澤・新海組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あとがき 

ダンス川柳ふるってご応募下さい。 

みなさん、ダンスをやっていて、矛盾を感じたり、皮肉を 

いいたくなる事もありますよね。とくにパートナーに・・・ 

発行所：長野県ダンススポーツ連盟 

発行人：高橋 淳（会長） 

住所：〒382-0097 

長野県須坂市南横町1620 湯本ビル2F

TEL：026-213-6601 FAX：026-213-6602

 けいじばん 長野県ダンススポーツ連盟のおもな年間行事 

5 月 3 日(月)  長野県ダンススポーツ連盟通常総会、信州ｽｶｲﾊﾟｰｸ 

5 月 4 日(火)  第 28 回長野県ダンススポーツ大会 信州ｽｶｲﾊﾟｰｸ体育館 

5 月 29 日(土)  指導員研修会・交流会(ﾌｫｰﾒｰｼｮﾝあり) 小布施町北斎ホール 

6 月 13 日(日)  第 29 回長野県ダンススポーツ大会 佐久市総合体育館 

   併催 第 4回北信越選手権大会 同上 

7 月 18 日(日)  第 5 回ｵｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝｼﾞｭﾆｱﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂｶｯﾌﾟ 長野市ﾎﾜｲﾄﾘﾝｸﾞ 

8 月 1 日(日)  技術認定会(北信) 須坂市北部体育館 

9 月 19 日(日）  技術認定会(中信) 松本市寿体育館 

9 月 20 日(月)  第 4 回竜の里須坂ダンススポーツ大会 須坂市北部体育館 

9 月 25 日(土)  2010 信州ねんりんピック 東御市中央公園第 1体育館 

10 月 17 日(日)  技術認定会(南信) 宮田村 

10 月 24 日(日)  三笠宮杯全日本ダンススポーツ大会 東京体育館 

11 月 7 日(日)  都道府県対抗団体戦 千葉市 

11 月 14 日(日)  第 30 回長野県ダンススポーツ大会 佐久市総合体育館 

11 月 21 日(日) 東部ブロック選手権大会 茨城県 

12 月 18 日(土) 長野県ダンススポーツ連盟年末ダンススポーツフェスティバル 

※そのほか講習会や交流会が開催されます。詳しくは各支部にお問合せください
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