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11 月 6 日(日)新潟県長岡市市民体育館で第 18 回関東 

甲信越ブロック選手権・都県対抗団体戦が行われました。 

関東甲信越 10 都県のトップ選手が集う今大会で長野県は 

精鋭選手を揃え臨みました。結果はスタンダード 4位、 

ラテン 3位、総合 4位の好成績でした。総合の 2位から 

4 位は同点で個人別成績の詳細な集計で惜しくも 4位と 

なりました。参加選手は以下のとおりです。それぞれ 

個人ランキング戦での活躍は言うまでもありません。 

種目 年齢資格 リーダー パートナー 種目 年齢資格 リーダー パートナー 

Ｗ 55 歳以上 岡田明義 岡田祐子 Ｓ 35 歳以上 羽田和弘 小出美江子 

Ｔ 45 歳以上 荻原勝明 荻原直美 Ｃ 45 歳以上 和田勝年 羽場 薫 

ＶＷ フリー 倉科 翼 古池茉耶 Ｒ 55 歳以上 後藤 晋 後藤閲子 

Ｆ 35 歳以上 田中和之 田中美穂 Ｐ 16 歳以上 内山国晴 市川征子 

Ｑ 16 歳以上 近藤弘隆 赤羽ひより Ｊ フリー 太田佳輝 那須野姫佳 

やった！！長野県チーム 都県対抗戦 総合 4 位 
第 18 回関東甲信越ブロック選手権 

長野県チーム 

応援にも力が入りま

明るい和田・羽場組のチャチャチャ 一致団結長野県チーム

 長野県ダンススポーツ連盟会長  あいさつ   

 平成 28 年のダンスライフはいかがでしたか。今年度も昨年同様、皆様に喜んで 

いただけるよう競技会・講習会・ダンス交流会等いろいろな活動をしてきました。 

新年早々には、ホテルブエナビスタと共催して「ダンススポーツアワード」を実施 

予定です。平成 29 年も、ダンスライフの充実に役立ちより多くの方に喜んでいた 

だける活動を行っていきますので、会員の皆様のご協力をお願いいたします。 高橋 淳 会長 



県連盟 高橋 淳 会長
叙勲を受ける 

 

 

11 月 20 日(日)佐久市総合体育館 

で第 43 回長野県ダンススポーツ 

大会が開催されました。近県から

も大勢の選手のエントリーが 

あり、202 組のべ 382 区分で競わ

れました。今回は、ジュニアの 

出場がたいへん多く、明るい未来

を感じました。 

第 25 回技術認定会 北信地区 9 月 4 日(日)中野市コミュニティスポーツセンター

試験はハイグレード５と６のそれぞれラテンはサンバ、パソドブレ、スタンダードはスロー

フォクストロットとクイックステップの 8 区分が実施されました。受験者は小野洋子、久保田

百合子、武田貴美子、田幸慶子、永峯須美子、若月武子（ｱｲｳｴｵ順）

の 6 名のみなさんです。熱心な勉強と

練習の成果を発揮しレベルの高い 

ダンスを披露されました。全員素晴ら

しい成績で合格されました。フォロー

リーダーは上倉国雄、倉島信孝、後

藤晋のみなさんが担当されました。 

第 26 回技術認定会 中南信地区 9 月 11 日(日)塩尻市立広丘小学校体育館 

広丘小学校体育館で行われた認定会はグレードコース６から１（４を除く）のスタンダード 

（ワルツ・タンゴ）とラテン（チャチャチャ・ルンバ）、およびハイグレードコース４のスタン

ダード（タンゴ）、ラテン（チャチャチャ）の試験が行われました。受験者数はグレードコース

13 名、 ハイグレードコース 11

名でした。広い体育館では緊張

感があふれる中、空いたスペー

スで次の受験者が繰り返し練習

している姿がみられました。 

みなさんお疲れ様でした。 

10 月 8 日付でわが長野県ダンススポーツ連盟 高橋淳

会長が危険業務従事者叙勲で瑞宝単光章を受章され 

ました。おめでとうございました。 

ダンスはやめられませんね

頭のシュシュがなんともかわいい みんな元気いっぱい

受験者、役員のみなさん

受験者とフォロアーのみなさん練習にも熱が入ります

第 43 回長野県ダンススポーツ大会



 

2017 年 1月 8日(日)松本市ホテルブエナビスタにてダンススポーツアワ

ードを県連盟、ホテルブエナビスタ共催で開催いたします。午前10：40 

ドアオープンです。ダンスタイム、トライアル、プレミアタイム、ソロデ

モ、支部対抗同性マッチ（男性同士のワルツ、ルンバ、男女逆転のタンゴ、

チャチャチャ）など盛りだくさんのイベントです。トライアル、ソロデモ

参加希望の方、チケットご購入希望の方は支部長、指導員にお問い合わせ

ください。予定人数は 200 名、チケット代は 10000 円です。体育館でのフ

ェスティバルとは一味違う豪華なホテルのフロアで踊りましょう。 

★世界選手権シニアⅣ2018in長野プレ大会/全日本選手権シニアⅢが来年2017年7月16日(日)

長野市ホワイトリングで開催されます。世界選手権シニアⅣは 2018 年同会場で開催されます。

 支部長紹介 南信支部長 井上栄樹さん   

本年度から河西さんから引き継いで南信支部長を担当させて

いただく事になりました井上です。河西さんには長年にわたって

南信支部の発展のためにご尽力頂きありがとうございました。 

念願のジュニアのサ－クルを南信地区で作る事を目標に百瀬

さん倉科さんにご指導頂きながら活動をしてきました。お陰様で

ジュニア会員も１０人以上になり飯田市のジュニアサークルと

の交流会も定期的に開催出来るようにもなりました。１２月４日

には伊那市民体育館トレニングセンタ－で第３回目の交流会を

予定しています。来年度は競技会参加を新たな目標にジュニアの

皆さんとともに頑張っています。 

9 月 19 日（月）須坂市北部体育館で開催された

第 10 回竜の里須坂ダンススポーツ大会はドラゴ

ン戦、Ｂ、Ｃ、Ｄ1、Ｄ2、１、３、シニアⅢＡ、

シニアⅢＤ、ジュニア小学生以下、ジュニア中学

生以下部門に 138 組がエントリーし、大勢の観客

と参加選手が声援を送り 

おおいに盛り上がりました。 

 

 

10 月 16 日(日)長崎県佐世保市東部スポ 

ーツ広場体育館で全国ねんりんピックが行

われました。この全国大会には 2015 年の信

州ねんりんピックの成績優秀者が推薦され

長野県チームとして参加しました。個人戦

では岡田明義・祐子組 W3 位/T4 位、久保田

勝・幸代組 W5 位と活躍されました。 

地元の中学生が作ってくれた応援旗 

全国ねんりんピック 2016 長崎

日頃の練習の成果を発揮して伸び伸び踊る出場選手 

第 10 回竜の里須坂 
ダンススポーツ大会 

競技会での井上栄樹（さかき）さん・
粟倉梅代さん 

ダンススポーツ アワード NAGANO 2017



今 回 は中 信 支 部 のピッカピッカダンサー中 学 2 年 生 14 歳 ペアの 

太 田 佳 輝 ・那 須 野 姫 佳 組 です 

保育園年長組の時にジュニアダンスきらりん☆スマイリーに

入ったのがダンスを始めるきっかけでした。小学校２年生での 
佐久大会が初出場で、結果は小学生以下戦ラテンは１次予選落

ち。メレンゲ・サルサ４位が２人

の結果でした。あれから６年。 
指導者、先輩、仲間に恵まれ、 
ラテン A 級、そしてスタンダード

も今年 A 級に昇級する事ができま

した。また、JDSF ジュニア準強

化選手にも選ばれたので、もっと

頑張って練習し、上達したいです。 

今が旬だンサー 

かっこいいラテン ダイナミックなランジ 

長野県ダンススポーツゼミナール 
9 月 22 日(木)秋分の日、小布施町文化体育館にて普及部 

主催、指導部、競技部共催でダンススポーツゼミナールが

開催されました。「ダンスを科学する」をテーマに三輪嘉広 

・知子先生を講師として迎え、とても分かり易く、会員向

けに質の高いサービスを提供出来ました。参加者 57 名から

満足なゼミナールだったとの声が聞かれました。 

2016信州ねんりんピックダンススポーツ交流大会 
9 月 10 日（土）大町市運動公園 総合体育館で 

2016 信州ねんりんピックダンススポーツ交流大会 

が行われました。男女とも 60 歳以上のペアが 

延べ 160 区分で元気に汗を流しました。シルバー 

スター戦の優勝者と準優勝者、計 4組が来年 

秋田県で開催される全国ねんりん 

ピックに長野県代表として派遣 

されます。スタンダード岡田 

和男・松田光代組、西沢清美・ 

金子春枝組、ラテン上脇修・邦子 

組、花岡栄司・武舎初美組に 

代表が決まりました。 

真剣な講習会の様子

開会式に緊張気味 

まだまだ軽やかに競えるぞー 超きもちいい 

 

9 月 8 日小林廣美北信支部長が逝去され 

ました。長年にわたり会員拡大や支部行事 

競技会競技長として尽力されました。 

ここに謹んでご冥福をお祈りします。 
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