
 

 

 

 

 

 

 

 

10 月 21 日(日)長野市稲里

中央地区センター(北)で技

術認定会グレード 1、グレー

ド 2が開催されました。 

グレード 1 は長野県ダンス

スポーツ連盟では初めての

取り組みで、受験者もカッ

プル試験のほか相手フィガーによるシャドー試験が追加になるため、緊張の面持ちで臨んでいま

した。受験者の方々は真摯に一生懸命勉強してくださり非常に喜ばしく、技術レベルも確実に向

上したと実感したと岡田明義認定委員の講評がありました。長野県ダンススポーツ連盟として、

今後、技術認定会受験者が増えることを望んでいます。
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グレード１の受験者と役員のみなさん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
グレード２のみなさん 

認定委員の講評 

男子より姿勢良いかも

講師による講習
シャドー試験は緊張しました 

長野県ダンススポーツ連盟会長  あいさつ  次年度に向けて 
今年の長野県ダンススポーツ連盟の活動を振り返ってみますと，日本ダンススポーツ連盟

が公益社団法人化されたことに伴い，当連盟も構成団体として規約などの変更をしました。

また，ダンスの普及とレベル向上のために行っている技術認定会は，Ｇ６～Ｇ１まで実施 

され，Ｇ１受験者は合格を目指して慣れない相手フィガーによるシャドー 

試験に真剣に取り組んでいました。競技関係では，北信越団体戦で４連覇 

を達成し，都道府県対抗戦９位，関東甲信越大会６位と健闘しています。 

 来年は当連盟創立２０周年となります。現在２０周年記念事業を 

計画中です。連盟を支えてきていただいた皆様方に喜んでいただける 

イベントを企画しますので，楽しみにしていただきたいと思います。 

 

 

 

 

高橋淳会長 



 

 

 

 

 

 

 

 

11 月 4 日(日)岐阜市ヒマラヤアリーナで都道府県対抗全国ダンススポーツ大会が開催され

ました。ラテン、スタンダードの個人戦に引き続き、北海道から沖縄まで全国 27 都道府県が

参加し団体戦が行われました。各種目ごとに年齢制限が設けられ、28 チームが熱戦を繰り広

げました。各県の応援合戦にも熱が入り、声援が飛び交う中、選手もヒートアップし大いに

盛り上がりました。長野県チームはラテン下位決勝、スタンダード 7 位、総合 9 位の成績で

した。大声での応援の団結力で年齢を 

超えた親睦が深まりました。 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

7 月 8 日(日)富山県氷見市ふれあいスポーツセンターに 

おいて第 6回北信越選手権大会が開催され、長野県は 

団体戦で優勝し４連覇を達成しました。団体成績はグラ 

ンドシニア A級、A級戦、プレジュニアⅡの成績で決ま 

りますが、どの区分も素晴らしい成績でした。 

第 6 回北信越選手権大会 
        長野県 

選手と役員のみなさん 

第 20 回都道府県対抗全国ダンススポーツ大会ｉｎ岐阜 

 

 

 

 
団体戦選手のみなさん 

 
会長と甘利さん 

 

 

 

 

 

 
円陣で気合注入 

 
                   

                    11月 18日(日)甲府市小瀬スポーツ公園武道館で

東部ブロック選手権から名称を変えた関東甲信越ブロック選手権が開催されました。関東圏の

県が上位を独占する中、長野県は総合 6位と大健闘しました。各種目は年齢制限が設けられ、

10 種目の総合成績で競われました。毎年応援合戦も熱が入り、声援をもらった選手もいつも
以上のパワーを発揮することができました。 

 

 

第 14 回関東甲信越ブロック選手権 

 

 

 

 

団体戦選手のみなさん 力の入った百瀬競技本部長の応援エール田中組のクイック 



6/10(日)第33回長野県
ダンススポーツ大会が
佐久市総合体育館で開
催されました。Ｂ級戦
から４級戦までの16区
分、ジュニア関係も10
区分、ジュニアから高
齢者まで熱戦が繰り広
げられました。大いに
盛り上がりました。 

   

  9/17(月)第 6 回竜 
の里ダンススポー 
ツ大会が須坂市北 
部体育館で開催さ 
れました。例年敬 
老の日に設定され 
ており、年々知名 
度も上がり定着し 
てきました。和気 
あいあいの雰囲気が本大会の特徴です。 

 9/29(土)信州ねんり 
んピックスポーツ交 
流大会が大町市運動 
公園体育館小アリー 
ナで開催されました。 
今回よりペアの合計 
年齢が140 歳以上 
のゴールドスター戦 
スタンダード、ラテ 
ンの区分が追加され、楽しみの場が増えました。 

 

10/28(日)東京駒沢オリンピック公園総合運動
場体育館で三笠宮杯に併催の第9回全国子ども

ダンスうんど 
う大会でチー 
ム fry to the 
 future 佐久＆

お             おひさま隊が 
中学生部門で 
3 位に輝きまし
た。 

10/14(日)全国ねん 
りんピック宮城仙 
台 2012 スポーツ交 
流大会が仙台市で 
開催され、長野県 
からも代表に選ば 
れた選手、役員が 
参加しました。団 
体戦は 49 団体中 9 
位の好成績でした。 

11/25(日)第 34回長野
県ダンススポーツ大会
が松本市梓川体育館
にて開催されました。
気温が低い中、寒さを
吹き飛ばす熱戦が繰
り広げられました。な
んといってもジュニ
アたちの踊りに観衆
の目が釘付でした。 

   

北海道からの参加です ジュニアは伸び伸びしています 

シニア世代の 
すばらしいラテン 

将来がたのしみです

エネルギッシュですね 

しっかり踊っています 

南信の久保田組 

昼休みのチアリーディング演技 

決まった 

ドレスから落ちた 
ダイヤも宝物 

演技中のチーム 入場行進

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
今回ご紹介するのは 
中信支部の山田丞二・丸山文子組です 

こんにちは、中信支部の山田＆丸山組です。競技を始めて4年目にな 

ります。昨年はスタンダード 2級からＣ級、ラテンは2級からＤ級へ 

昇級でき感謝しております。いつも大会に向け、ストレッチ、基本ス 

テップ、リズムやリード＆フォローを中心に切磋琢磨しながら練習し 

ています。しかし、二人の体重移動や回転量の違いで「よたよた」す 

る事が有ります。まだまだ未熟ですが、今後はクイックやパソも練習 

して、競技会で踊りたいです。また、大会での講評を聞くことや参加 

者との情報交換も楽しみにしています。これからも健康管理を大切に 

し、しっかり練習して頑張りたいと思います。ダンスを通じて人生勉 

強をしていきたいと思います。これからもよろしくお願いします。 

山田・丸山組のタンゴ 今が旬だンサー 

            6 月 24 日(日) 

            松本市総合体育館 

第 2トレーニングルームで講師に貫名強・柴

原まり子組を招き、クイックステップ、ベー

ニーズワルツの踊り方の講習会が開催され

ました。ジュニア 30 名、指導者と一般 20 名

が参加しました。講師のイタリア留学で得た

基礎的なトレーニング法や競技会での体の

使い方、音楽、表現、スペースの使い方など

2時間 

にわた 

り充実 

した 

講習を 

受けま 

した。 

 

 

長野県 DSC（ダンススポーツクラブ）会長の

後藤晋です。長野県 DSC は、長野県ダンスス

ポーツ連盟の4支部と同列の県連盟公認のサ

ークルです。関東甲信越ブロックＡリーグか

らさまざまな活動に使える支援金が支給さ

れるのも特徴のひとつです。長野県 DSC はこ

の支援金をベースに長野県DSCの会員のみな

らず県連盟会員に還元すべく、トップコーチ

ャーを招き、講習会を行ったり、会員相互の

親睦を図るため交流会を開いたり、ジュニア

、競技選手の技術向上 

のお手伝いをするなど 

の活動をしています。 

今後も県連盟の方針に 

従い活動を進めてまい 

りますのでよろしくご 

協力、ご支援をお願い 

します。長野県 DSC で 

は会員を募集していま 

す。詳しくはご連絡を! 

 

 

ジュニアのための 
スタンダード講座 

支部長紹介 長野県 DSC 会長後藤晋

 

 

 

 

 

 

 講習に真剣に耳を傾けるジュニア

 

 

後藤組のクイックステップ

 

 

 

 

  2012 年末ダンスフェスティバル開催  

12 月 2 日(日)13：30 から 16：30 東御市東御

中央公園第２体育館で年末ダンスフェステ

ィバルが開催され、長野県外の方も含めダン

ス愛好者約 270 人の方がつどいました。技術

認定会グレード 1の合格者の表彰、ジュニア

の演技発表 

などのイベ 

ントもあり 

楽しいひと 

時を過ごし 

ました。 寒い中大勢の方々が参加しました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川柳 川柳が寄せられました。 

・古希すぎて やっと優勝 ダンスなり 

・２３４１（ﾄｩｽﾘｰﾌｫｰﾜﾝ）云いながら 

 笑顔で踊る夫婦です 

・オナーダンス 夢中で踊る ゆめのなか 

               長野市Ｋさん 

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：〒382-0031 

長野県須坂市大字野辺 1922-19 

TEL：026-213-6601 FAX：026-213-6602

あとがき いま、ダンスで活躍しているのはシニア世代とジュニア 

世代。今後、長野県のダンススポーツと連盟を背負っていく 30 代

40 代の会員はほとんどいません。早く世の中の経済や雇用が上向い

て 30 代 40 代がダンスをいそしむ時代が来ることを期待します。 
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