
長野県ダンススポーツ連盟会長  あいさつ 

東日本大震災から大変な一年が過ぎましたが，被災地の一日も早い復興をお祈り申し上げ

ます。長野県連盟としましては，今後も交流会を開催し寄付金等を集め、支援活動をしてい

きたいと考えております。皆様のご協力をお願い致します。 

本年度ダンスの活性化のため，第１回普及型競技会を開催致しました。 

これはＪＤＳＦ公益社団法人化に伴い，会員に限定せずどなたでも手軽 

に安価に競技会に参加して楽しんでいただきたいとの趣旨から開催致し 

ました。通常の競技会とは違った和やかな大会運営ができたと思ってい 

ます。次回開催に向けて，更に参加しやすい大会となるよう工夫してい 

きます。今後も楽しいダンスライフを提供したいと考えています。 
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だれでも気軽に参加できる普及型競技会 

第 1 回長野県シニア・ジュニア・レディースダンススポーツ大会開催

4 月 29 日(日)松本市梓川体育館で、普及

型競技会 第 1回長野県シニア・ジュニ

ア・レディースダンススポーツ大会が開

催されました。この競技会は、ダンスス

ポーツの普及、振興を目的として、会員

でない方、選手登録してない方など、だ

れでも気軽に参加できるものにしまし

た。運営上の規定もゆるく、フィガーや

服装も自由になっています。競技区分

の呼び名をシニアⅠ～Ⅳ、レディース

Ⅰ～Ⅲなどとし、年齢を基準に区分を

設定しました。初めての試みで、参加

選手は全セクションで６８組と少な

めでしたが、緊張気味のシニア選手、

楽しげな女性同士のカップルと活気あ

ふれるジュニア選手

など、大いに盛り上

がり、和やかに生き

生きと踊る姿が印象

的でした。 
フロア清掃もサンバにあわせて 

レディースも負けていません

 

未来のチャンピオン 

いきいきとした 
ジュニアの踊り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
高橋 淳 会長

 



 

 

 

こんにちは、この度安曇野に子どもダンスサークル 

「おひさま隊」を立ち上げました塚田啓子です。現在 

メンバーは 3人だけですが、これから仲間を増やし、 

ダンススポーツを通して子どもたちの健全な育成に貢献 

し、ダンス界の将来を担うジュニアのために頑張る覚悟 

です。おひさまのように明るく元気で、笑い声にあふれ 

た楽しいサークルにしたいと思います。「子どもたち 

待っています！！」連絡先 塚田啓子 090-4025-1950 

 また、「おひさま隊」発足を記念して 6月 16 日(土)14：30 より 

安曇野市堀金総合体育館メインアリーナで「ダンスファンタジーおひさま」と題して 

ダンスパーティーを開催します。全日本ジュニア・10 ダンス＆ラテンチャンピオンの 

記念アトラクションもあります。ぜひご来場ください。問い合わせ 090-6163-2177 丸山 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月10日(日)佐久市総合体育館で第33回長野県

ダンススポーツ大会が開催されます。入場は無料

です。お仲間お誘いあわせで見学、応援にいらし

てください。また、１１月 25 日(日)には第 34 回

大会が松本市梓川体育館で開催予定です。前日に

は前夜祭も企画されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 年末ダンススポーツフェスティバル開催
12 月 10 日（土）1：30～4：30 長野市長野運動公園総合 

体育館で２０１１年末ダンスフェスティバルが開かれました。 

当日は約 300 名の参加をいただきました。子どもダンス運動 

の発表あり、ダンスパーティーのマナーに関する役員による 

寸劇もあり、和やかな雰囲気の中みなさん楽し 

そうに踊っていました。日程は未定ですが、 

今年も開催する予定です。お誘いあわせで 

ご参加ください。 

 
いつも元気な子どもダンス運動 

JDSF 技術認定制度 
技術認定会が各支部で開催されます。技術認定

制度はダンススポーツの発展と普及を目的とし

て、全国共通のステップを踊り、グレードを順に

勉強していくうちに、正しく美しいダンスが身に付

きます。講習会も併催され、パートナーのいない

方も認定委員がお相手します。日程は４ページ

のけいじばんをご覧ください。申し込み詳細は支

部長または役員へお問い合わせください。 

楽しみながらダンス上達間違いなし！！ 

第 33 回長野県ダンススポーツ大会が 

開催されます 

あたらしいジュニアサークル おひさま隊 安曇野に発足 



 

 

 

羽田和弘・小出美江子組は昨年の三笠宮杯ダン

ススポーツ大会ミドルシニアスタンダードで 

日本代表権を獲得。他県 2組と共に、4月 5日

からスペインで行われたダンススポーツ世界 

大会シニアⅡ部門に出場しました。羽田組は 

「同世代の世界各国の選手と踊れ、交流できた

ことがとてもハッピーでした。」と感想を述べ

ていました。また、5月 21 日(月)には、羽田・

小出組の世界大会出場の報告に、長野県庁 

（加藤副知事）へ表敬訪問に行ってきました。

  

 

 

4 月 30 日(月祝)長野市運動公園総合体育館 

会議室で平成 24 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。JDSF 公益 

社団法人化に伴い、普及活動に努めることを

確認し、23 年度活動報告、決算報告、24 年

度事業計画、予算案などが承認されました。

長野県ダンススポーツ連盟 

平成 24 年度通常総会開催 
羽田・小出組世界大会出場  

 

 

 

 

 

 

 

通常総会のようす 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 月 13 日（日）松本市総合体育館サブアリー

ナで指導員研修会が開催されました。長野 

県下各地より指導員が集合し、真剣な表情の

中にも、富永講師のユーモアあふれる講習に

雰囲気も和みました。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
長野県庁表敬訪問 

左端が羽田小出組 競技会場にて 
2012 年度 JDSF 公認 

長野県指導員研修会開催 

今が旬だンサー ザ・ライバル物語
今回ご紹介するのは飯山市の平均年齢５８歳のいきいきダン

サーたち、水野敬士・敏子組 VS 佐藤英樹・清水恵子組です。 

（持級 水野組 JBS、JCL 佐藤組 JCS,JCL)                   

Q：競技会はいつ頃から始めましたか？ 

A：平成１４年６月(佐藤組)と１０月(水野組)からです。とも 

に新人戦から始めました。 

Q;練習はどの位していますか？ 

A;５年ほど前より、Gコーチの指導の下、週２回の練習です。 
どうです！この表情 

Q;今年の嬉しかったことは？ 

水野組 

A;水野組 今年初競技会で JBS 級の維持が出来たこと。 

佐藤組 今年初競技会で JCS 級 1/2 昇級・JCL 準決勝だった。 

Q;４人の共通の楽しみがあるとか？ 

A;毎年秋に行く東京へのダンス旅行です。今年で 11 回目   

佐藤・清水組

になります。三笠宮杯の見学やダンスグッズのショッピ 

ングそしてダンスホールで踊ったりと楽しみ満載です。 

良きコーチに恵まれ、また良きライバルにも恵まれ、 

楽しいダンスライフを送っています。これからも健康に 

留意し、お互い切磋琢磨し合って続けて行きたいと思い 

ます。（取材 E 記者） 



3 月 17 日(土)須坂市北部体育館で 

長野県 DSC 主催のレベルアップ 

講習会と交流会が開催されました。 

一週間後の大学 OB 競技会で現役引退を発表された和智組は、 

この長野県での講習会とデモが現役最後となりました。長野 

県と和智組は以前より関わり合いが深く、ファンも大勢います。 

和智さんも万感の思いで講師とデモに臨んだそうです。 

行事終了後、和智さんからいただいたメールを紹介します。 

 

長野県 DSC レベルアップ講習会＆交流会 

和智組現役最後の講習とデモ披露 

もう試合に出ないなんてまだ実感が湧かないです。やり抜いたという達成感は 

もちろんありますが、寂しい気持ちもいっぱいです。練習やレッスンはずっと続け 

ますよ！引退してから解ることがあるとよく聞きますが、何がわかるん 

でしょうかね～？楽しみです。思えばクレイジーの合宿がご縁で、高橋さん 

はじめ長野のみなさんとはいいお付き合いをさせていただきました。大きな 

大会では力強い声援をおくってくださり、どれだけ励まされたかわかりま 

せん。皆さんから頂いたパワーや愛情は私達の一生の宝物です。現役 

最後のレクチャーが長野だったのも最高の思い出です。今まで本当に 

ありがとうございました。これからもどうぞよろしくお願いします。 ダイナミックなデモ  

講習中の和智さんと喜理子さん

けいじばん 長野県ダンススポーツ連盟2012年間予定表
1 月 28,29 日  全国フィガーチェッカー研修会（東京都有明 JDSF ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ） 

3 月 17 日(土) 長野県DSCレベルアップ講習会、交流会（講師デモ和智組）（須坂市北部体育館） 

4 月 29 日(日) 第 1 回長野県シニア・ジュニア・レディースダンススポーツ大会 

普及型競技会（松本市梓川体育館） 

4 月 30 日(月) 長野県ダンススポーツ連盟通常総会(長野運動公園総合体育館会議室) 

5 月 13 日(日) 指導員研修会 (松本総合体育館サブアリーナ) 

6 月 10 日(日) 第 33 回長野県ダンススポーツ大会（佐久市総合体育館） 

7 月 1 日(日) 第 18 回技術認定会 G6～G3 北信支部 (須坂市北部体育館) 

7 月 8 日(日) 第 6 回北信越大会（富山県氷見市ふれあいスポーツセンター） 

8 月 12 日(日) 第 7 回オールジャパンジュニア大会（茨城県取手市） 

9 月 16 日(日) 第 19 回技術認定会、講習会 G6～G3 中信、南信支部合同（諏訪市体育館） 

9 月 17 日(月) 第 6 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 23 日(日) 第 20 回技術認定会、講習会 G2 中信支部（松本市寿体育館） 

9 月 29 日(土) 2012 信州ねんりんピックダンススポーツ大会（大町市運動公園） 

10 月 14 日(日) 全国ねんりんピック宮城仙台ダンススポーツ交流大会 （宮城県仙台市） 

10 月 21 日(日) 第 21 回技術認定会、講習会 G1 JDSF 主催 長野県技術認定部主管 

（長野市稲里地区センター） 

10 月 28 日(日) 第 32 回三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権（駒沢体育館） 

11 月 4 日(日) 第 20 回全国都道府県対抗団体戦（岐阜県） 

11 月 18 日(日) 第 13 回関東甲信越ブロック選手権（山梨県） 

11 月 25 日(日) 第 34 回長野県ダンススポーツ大会、前夜祭あり（松本市梓川体育館） 

未定     年末ダンススポーツフェスティバル  

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

あとがき 人は太古の昔から祈りや喜びを踊ることで表現してきた。心

の思い、魂の震えに無心でリズムに乗り陶酔する。見るものを感動さ

せるダンスとは魂が宿るもの。われわれもそんなダンスを目指したい

ものだ。 
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