
平成 27 年 11 月 1 日(日) 長野市真島総合スポーツアリーナ ホワイトリングで 2015 ダンス

スポーツ関東甲信越大会 第 17 回関東甲信越ブロック選手権及び都県対抗団体戦が開催されま

した。関東甲信越大会は 10 都県が持ち回りで開催し、今回は長野県が主管を務めました。関東

甲信越ブロック選手権（Ａ級戦）はスタンダード、ラテンとも日本のトップクラスが出場する文

字通り関東甲信越のチャンピオンを決める大会です。そのほかシニアⅢＡ級戦、Ｂ級戦、Ｃ級戦、

プレジュニア、プレジュブナイルの区分が行われました。また都県対抗団体戦では長野県チーム

はスタンダード 4位、ラテン 5位、総合 4位と大健闘しました。団体戦では応援に駆け付けた方

も多く、非常に盛り上がりました。代表選手は下表の通りです。

種目 リーダー パートナー 種目 リーダー パートナー

Ｗ 岡田和男 松田光代 Ｓ 綿貫龍一 植原英子

Ｔ 荻原勝明 荻原直美 Ｃ 西尾正之 田中愛子

Ｖ 倉科 翼 桜井優香 Ｒ 後藤 晋 後藤閲子

Ｆ 田中和之 田中美穂 Ｐ 新井光斗 中牧陽菜

Ｑ 倉科 翔 古池茉耶 Ｊ 太田佳輝 那須野姫佳
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都県対抗団体戦開会式

ジュニア選手の一生懸命なダンス

Ａ級スタンダード

未来のアスリートか

団体戦長野県チーム

大型スクリーンでの表示も今大会の特徴



11月8日(日)松本市四賀体

育館で第 41 回長野県ダンス

スポーツ大会が開催されまし

た。今回初めて競技会に使用

させていただいた松本市四賀

体育館はこじんまりした綺麗

な体育館でした。松本市街地

から少々距離がありましたが、関東地方各都県、東海地方他からも多数参加があり、ジュブナ

イルから熟年選手まで白熱した大会となりました。

日本ダンススポーツ連盟並びに長野県ダンススポーツ連盟の事業活動は、会員の皆様からの

会費とご支援、ご協力により実施させていただいております。会員の皆様から年間 500 円の会

費をいただいており、その内訳は長野県ダンススポーツ連盟として 200 円、日本ダンススポー

ツ連盟として 300 円です。日本ダンススポーツ連盟は、皆様からいただいた会費を無駄にしな

いよう節約等により今日まで様々な事業を行ってきましたが、今後会費の値上げをしないと活

動ができない状況となっています。平成 29 年度分の会費は 1000 円に値上げする予定です。

長野県ダンススポーツ連盟におきましても年会費を 200 円から 500 円位に値上げすることを検

討しています。

会費の値上げ

についてご理解

とご協力をお願

いするとともに、今後もご支援をいただけますようお願い致します。

会員の会費 長野県ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ連盟 日本ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ連盟 合計

現在 200 円 300 円 500 円

平成 29 年から 500 円（未定） 1000 円 1500 円(未定)

第41回長野県ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ大会 松本市四賀体育館
すばらしいラインです 決まっています

高橋 淳 会長

長野県ダンススポーツ連盟会長 あいさつ

平成 27 年のダンスライフはいかがでしたでしょうか。平成 27 年の連盟の

活動としましては、例年実施してきた活動に加えて、ハイグレード認定会

の実施・台湾高尾市とのダンス交流・関東甲信越ブロック大会の開催など

実施してまいりました。これらの行事は、皆様のご協力によりとても良い

活動ができたと思います。平成 28 年も、皆様のダンスライフの充実に役立ち、

より多くの皆様に喜んでいただける活動を行っていきたいと考えています。



平成 27 年 7 月 12 日(日) 佐久市総合体育館で第 40 回長野県

ダンススポーツ大会が開催されました。回を重ね 40 回となった今大会

は、Ａ級戦からプレジュブナイルⅠ戦まで 172 組の参加申し込みが

ありました。県外からのエントリーも多く、遠くは沖縄県からの参加も

あり白熱した競技が繰り広げられました。

2015 信州ねんりんピックダンススポーツ大会

＆ ねんりんピック全国大会 山口
平成 27 年 10 月 3 日(土) 長野運動公園総合体育館メ

インアリーナで 2015 信州ねんりんピックダンススポーツ

大会が開かれました。

皆さんも健康増進の

ため参加されては

いかがでしょうか。

また、前年の上位入賞者は 10 月 17 日から行われた全国ねんりんピ

ック山口大会に県代表として出場しました。

たけのこダンス 中信支部
平成 27 年 6 月 20、21 日 山ノ内町志賀高原ホテルジャ

パン志賀で中信支部主催の志賀高原ダンス交流会が催

されました。毎年この時期に行われ県外からの参加もあり

かなり好評です。タケノコ狩り、高原散策なども企画されて

おり参加者

はダンスと

高原三昧の

楽しい時を

堪能してい

ました。

平成27年 8月 9日(日)長野市権堂イース

トプラザでサルサワークショップが開かれ

ました。とくに若者のダンス人口増加を目

的に専門のコーチを招きメレンゲ、バチャ

ータ、サ

ルサ LA

スタイル

を学びま

した。

平成 27年 9月 21日(日) 須坂市北部体育館で

行われた第 9回大会

には、B級、シニアⅡ

A級、シニアⅢA級、

ⅢD 級など区分が充

実し、163 組の参加

申し込みで競われま

した。

第 9 回竜の里須坂ダンススポーツ大会

第 40 回長野県ダンススポーツ大会

沖縄から出場の選手

ジュニアは楽しそうです

初めてのｻﾙｻﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

きれいなラインです

やってみたーい

男性最年長選手です

全国ねんりんの長野県代表

気持ちよさそうです伸び伸びしています

ワンちゃんも連れて行かれたんですね



今回は南信支部の

渡辺照雄・飯田英子組です

「今が旬だンサー」という題名とお聞

きして、果たして私が書くのが適当かわ

かりません。でもまあよいとして、６４歳の

ダンサーが初めてＡ級に昇格できたとい

うことで、皆様から励ましのお言葉を頂

き有難い限りです。維持できるかわかり

ませんが、それを今後のチャレンジの目

標としてダンススポーツを楽しみながら

精 進 したいと思 っているところですの

で、よろしくお願いいたします。

年末ダンススポーツフェスティバル のおしらせ 南信 伊那市民体育館
きたる 平成 27 年 12 月 13 日(日) 伊那市民体育館で年末ダンススポーツ

フェスティバルが南信支部の主催で開催されます。午前中 10：00 よりサー

クル発表、10：30 よりトライアル、午後 12：30 よりダンス交流会が盛大に

行われます。大勢のみなさんのご来場をお待ちしております。

平成27年9月6

日(日)塩尻市

広丘小学校体

育館で第 24

回技術認定会

が開催されま

した。グレード

6～1 ラテン（ＲＣ）、スタンダード（ＷＴ）、ハイグレ

ード 4（ルンバ、ワルツ）の試験が行われました。

第 9 回北信越選手権 富山
平成 27 年 10 月 25 日(日)富山市婦中ふれあい

館大ホールで第 9回北信越ダンススポーツ選手

権が行われ長

野県チームは

団体戦 3位と

なり残念ながら

連勝記録はと

まりました。

部長紹介 情報管理本部長 有賀 勇
そろそろ年末が近くなりましたが、会員の皆様今年のダンス

ライフは、如何でしたか。楽しくパーティーに又競技会を過

ごせましたか。会員さんの登録管理をし、皆様のお名前を長

い間見聞きしていると、健康で過して居る事と思われます。

歳を重ねるにつけ、健康で動ける有り難さをつくづく感じる

処であります。ダンススポーツ連盟開設以来長い間登録管理

業務も行って来ましたが、今年度から、若い宮田輝男さんに

移行出来ました。県連役員も順次若い世代に移行して行く事

が良いと思います。長い間有難うございました。

同封したイベント「DANCE WITH ME!!」のチケットは、連盟事務局にお問い合わせください。
あとがき 中高年、老い易く、学成り難し・・・

アスリートは若者に任せても、中高年ダンサーにも進歩は欲しいもの。

新しい技術、頭では分かっても、身体がいうこと聞かない。それでもダンス

を極めたい。その思いが強いから中高年ダンサーはみんな若いのか。
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