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第 5 回オールジャパン･ジュニア･ダンススポーツカップ
2010in 長野
7 月 18 日(日)長野市ホワイトリングで
第 5 回オールジャパン・ジュニア・ダンス
スポーツカップ 2010in 長野が開催されま
した。この大会は、全国のジュニアが一堂
に会し、技術を競い、将来性ある選手の発
掘育成を目的とした全国大会です。競技区
分はスタンダード、ラテンとも、ユース、
ジュニア、女子中学生、小学生 4～6 年の
部、小学生 1～3 年の部、リズム体操（1
チーム 5 名以上）で、個人競技に 241 組、
リズム体操に 20 組の参加があり、355 名
のジュニアたちの熱戦が繰り広げられま
した。ロシアナホトカからロシアの子ども
8 名も参加し、大会を盛り上げました。ま
た、笹川財団様から笹川スポーツ財団スポ
ーツエイド助成事業として笹川スポーツ
財団賞の提供をいただきました。JDSF の
主催で開催された本大会は長野県ダンス
スポーツ連盟の主管により充実した活気
あふれる大会となりました。これもひとえ
に出場した選手、その家族の協力と、携わ
った役員一人ひとりの努力の賜物です。お
疲れ様でした。

大会の様子

高橋 淳 長野県ダンススポーツ連盟会長 あいさつ
今年度の目標である「ダンスを楽しむ環境作り」の一環として，新規指導
員試験を実施し，４２名の指導員が誕生しました。また，ＪＤＳＦ本部より
ジュニアの全国大会開催の依頼により第５回オールジャパンジュニア大会を
主管しました。皆様方のご協力により，素晴らしい大会を開催することが
できました。普及活動に多いに役立ったのではと思います。今後アジア大会
でのダンススポーツの活躍により，ダンスがメジャーなスポーツとして認知されていくことと思
います。更なる皆様のご支援ご協力をお願い致します。
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第 29 回長野県ダンススポーツ大会 ＆ 第 4 回北信越選手権大会 開催
平成 22 年 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
チビッコ選手
スポーツ大会が開催され、第４回北信越選手権も併催されました。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戦ラテンを含む 21 の競技区分で延べ
481 組のエントリーで行
われました。Ａ級ラテン
には北海道から JDSF ラテ
ンチャンピオンの久保田
弓椰・蘭羅組が出場し、
若々しいエネルギッシュなダンスを披露し、
大会を大いに盛り上げました。前日には同会
場で講習会と交流会が行われ、久保田組はモ
大会の様子
デルと感動的なデモを披露しました。
第 16 回アジア大会
はダンススポーツ
が正式競技に採用
され始めての大会です。ダンススポーツは
11/13,14 の 2 日間中国広州市の体育館で開催さ
れます。長野県大町市の出身の柴原まり子さん
は日本の代表選手として、貫名強さんとペアを
組み、スタンダード部門に出場します。皆さん
の応援をよろしくお願いします。
2010 信州ねんりんピック 9 月 25 日
(土)東御市
中央公園第 1 体育館で 60 歳以上のダンススポ
ーツ大会が開催されました。また、全国大会は
10/10 金沢市で開催され団体総合 12 位でした。

中国広州で
アジア大会始まる

5 月 29 日(土)小布施町北斎ホールにおいて指導
部の主催で指導員研修会が開催されました。
午前は机上講習と心肺蘇生の実技、午後は技術
認定アマルガメーショ
指導員研修会
ンを基に実技講習が実
施されました。夜には
普及本部主催の交流
会も開かれました。
長野県ダンススポーツ連盟

2010 年末ダンススポーツフェスティバル
12 月 18 日(土) 12：30～16：30
松本市総合体育館メインアリーナ
前売 ￥1000 当日 ￥1200
前売券はサークル長、支部役員へ。
公認指導員、県内トップ選手も多数参加します。

第 4 回竜の里須坂ダンススポーツ大会
今回で 4 回目となる本大会は 9 月 20 日(月)
須坂市北部体育館において開催されまし
た。ドラゴン戦、エンジョイ戦をはじめ
22 区分、延べ
申込組数 248
組で熱戦を
繰り広げ
ました。

東信支部

井上嘉徳

私は東信支部長になって 娘とロシアでの大会
２年目になります、最初
のころはあれもこれもや
らなければと気負いすぎ、
結局何も出来ませんでし
た。やはりダンスと同じ
で、力を抜き自然体で臨
まねばと強く思いました。
私は現在ジュニア育成部長も兼ねて活動し
ています。今年は念願であったオールジャ
パン・ジュニアダンススポーツカップを長
野のホワイトリングで開催できたことはと
ても感慨深いものが
ありました。これか
らもダンス大好き人
間がひとりでも多く
増えるよう努めてい
きたいと思います。
奥様の幸子さんと

今が旬だンサー

今回の旬ダンサーは、北信支部の
倉島信孝さん・後藤清子さんペア
です。

倉島・後藤組

カップルを組んで１２、３年になります。長年スタンダード
Ｃ級で足踏み。昨年、リーダーが退職後、ダンスに対する意識
が変わったのです。今年の目標「Ｂ級に昇級する事」
。リーダ
ーの熱い闘志のもと、二人でがんばりまし
た。そして、８月２９日岐阜大会で優勝、
１０月３日富山大会で準優勝。念願のＢ
級昇級。若いカップルを抜いて優勝でき
た熱いエネルギー。遅咲きながら「願い
は叶う」
事を実感。最高にうれしいです。
ご指導くださった先生や友達に祝福し
て頂き、感謝の気持ちでいっぱいです。
今後は技を磨き、上品なダンスをして行
きたいと思います。
（文・後藤清子）

第 18 回都道府県対抗全国ダンススポーツ大会
平成 22 年 11 月 7 日(日)千葉ポートアリーナにて標記の
大会が開催されました。長野県からも代表選手が参加し
個人戦、団体戦共好成績を収めました。団体戦の成績は
スタンダードの部第 3 位、ラテンの部第 11 位、総合は
28 都府県中堂々第 7 位でした。

技術認定会試験＆
講習会各支部で開催

ダンス川柳
・ダンスより 衣装の好評に 花が咲く
・出番待ち 豪華なドレス 股広げ
・ただ走り 何がダンスだ 運動会
・準備運動 しすぎで 本番くたびれた
・勝てるなら 足型なんて そっちのけ
・せっかくの いい曲合わせて 踊ってよ
・年寄りと 子どもと比べて ナンセンス
・邪魔だなあ 子どもダンスは 別にして
・腕つらい 自分で立ってよ 地蔵さん
・張り付いて それは違うよ コンタクト
・レッスン着 時間をかけて決めたのに
今日に限って あの人来ない
・部屋見れば 色とりどりのダンス服
横見りゃ 旦那は穴あき靴下
たくさんのご応募ありがとうございました

塩尻ＨＮさん
須坂匿名さん
中野Ｅさん

長野匿名さん
中野匿名さん
中野Ｓさん
中野Ｓさん
塩尻ＨＮさん
塩尻ＨＮさん

あとがき
今年もあとわずかですね。雑念邪念を払いのびのびと楽しくダンス
を踊りたいものですね。ダンス川柳第 2 弾を募集します。今回は
出来るだけ 5･7･5 で送ってください。ご応募お待ちしてます。

第 12 回（8/1）須坂市北部
体育館、第 13 回（9/19）松本
市寿体育館、第 14 回（10/17）
宮田村文化会館において技術
認定試験が実施されました。
事前に数回講習会も実施され
受験受講された方々の大多数
から緊張するが非常に勉強に
なったとの感想が聞かれます。
未経験の皆さん、気軽にご参
加ください。

技術認定会！！
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