
 

 

 

 

 

 

 

 

！長野県でダンスの世界大会が開かれます！！。 

2018 年(平成 30 年)7 月 14 日(土)、15 日(日)の２日間、 

長野市ホワイトリングで世界選手権が開催されます。日本国

内だけでなく海外からも選手が参加し、WDSF 公認ジャッジ

11 名も来日します。参加者は総勢のべ 2000 名を超える規模

となります。世界選手権大会の公式戦が長野で行われるとい

う、まさに驚くべき大イベントなのです。会員の皆様にもご

参加、ご観戦、ご支援をお願い致します。 

競技スケジュール （両日とも 長野市ホワイトリングメインアリーナ） 

 2018 年 7 月 14 日(土) 

   WDSF 世界ダンススポーツ選手権 シニア IV スタンダード 

   ADSF アジアンオープン スタンダード 

   ADSF アジアンオープン ラテン 

   JDSF 全日本選手権シニアⅢ ラテン 

   ポンちゃんカップ プレジュニア スタンダード・ラテン 

   信州わくわく戦（W,T,C,R の単科戦） 

 2018 年 7 月 15 日(日) 

   WDSF オープン アダルト スタンダード 

   WDSF オープン シニア III スタンダード  

(兼 JDSF 全日本選手権シニア III スタンダード)  

WDSF オープン シニア IV スタンダード 

関東甲信越ブロック選手権 PD スタンダード・ラテン 

ウィルチェア(車いすダンス)発表 

注)ＪＤＳＦ：公益社団法人日本ダンススポーツ連盟 

ＷＤＳＦ：世界ダンススポーツ連盟、 ＡＤＳＦ：アジアダンススポーツ連盟 
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今年のプレ大会の様子 

 ！！長野県でダンスの世界大会が開かれます！！ 

長野県ダンススポーツ連盟会長  あいさつ   

今年は大変盛り上がったダンススポーツアワードでスタートし、皆様に楽しんで頂きました。 

７月の世界選手権プレ大会の全日本選手権シニアⅢでは１００組近い選手が出場し、 

本番がすばらしい大会となる事が想像されました。来年も１月にダンススポーツアワード、 

７月１４日には東洋で初めて行われる世界選手権シニアⅣの大会がホワイトリングで開催 

されます。他にも技術認定会、講習会、ダンス交流会などを開催します。 

会員の皆様の積極的なご参加をお願いいたします。 百瀬芳正会長 



長野市ホワイトリングにおいて関東甲信越ブロックシニアⅣスタンダードほか、全日本選手

権シニアⅢスタンダード（WDSF 世界選手権 2018 シニアⅣスタンダードのプレ大会）、全日

本選手権ラテンなどの競技会が開催されました。特にシニアⅢスタンダードには国内過去最高

の 100 組のエントリーがあり、そのうち 66 組がシニアⅣの該当者であった事や、新たな課題の

発見などプレ大会としての役割を十分に果たすことが出来、大成功に終わりました。ご協力を

頂きました皆様に紙面お借りして厚く御礼申し上げます。来年は日本のトップアマや PD のト

ップ選手が参戦を予定しています。来年も引き続き宜しくお願いいたします。会長 百瀬芳正

 

 

 

 

  

 

 

関東甲信越１都９県持回りで開催するブロック選手権大会が、11 月 5 日（日）栃木県立県南

体育館 (小山市)で開催されました。本大会は、都県対抗団体戦及び 2018 年三笠宮杯選抜戦・

2017 関東甲信越ブロックランキング対象競技会で、各都県は年齢別精鋭の選手を揃えて団体戦

に臨みました。また、三笠宮杯出場権獲得やブロックランキング獲得を目指したハイレベルな

競技会で、大いに盛り上がりました。テレビ

番組「金スマ」の山本アナウンサーも出場し、

賑やかな競技会となりました。都県対抗戦で

長野県チームはラテン 9 位、スタンダード 5

位で総合 7 位と健闘しました。選手役員応援

団の皆様お疲れさまでした。 

2018 世界選手権シニアⅣスタンダードの前哨戦
世界選手権プレ大会開催 (2017 年 7 月 15、16 日)

広々とした会場 

ハツラツとしたダンス 開会式の様子 

第 19 回関東甲信越ブロック選手権ダンススポーツ大会都県別対抗戦 

県チームのリーダー田中組 応援合戦にも熱が入りました

2018 ダンススポーツアワード 2018 年 1 月 7 日（日）松本市ホテルブエナビスタで 

2018 ダンススポーツアワードが開催されます。豪華なホテルのフロアーでのダンスタイム、トライアル、 

県連盟指導員とのソロデモほか楽しいイベントがいっぱいの趣向です。詳細は各支部役員まで。 



 

 

技術認定制度は皆さんがダンススポーツをより楽しく、確かな技術を身に付け

ることができる制度で、ダンススポーツを生涯スポーツとして長く続けていくため

の仕組みです。初級から上級まで、レベルに応じて参加できます。審査は、

JDSF が認定した公認技術認定員が行い、ポイ

ズとポスチャー、タイミングと音楽、フィガー、全

体的印象の 4 つの視点を 4 名が分担して審査し

ます。第 27 回技術認定会は 9 月 10 日（日） 

塩尻市広丘小学校体育館で行われました。 

Ｇ(グレード)４～１のスタンダードとラテ

ン、ＨＧ(ハイグレード)６の 2 種目が実施

されました。受験者数は 13 名でした。 

緊張した面持ちでしたが練習を間に挟

みながら受験に臨み終了時の記念撮

影では充実した表情でカメラに収まっていました。 

第 28 回技術認定会は 10 月 15 日(日)中野市コミニティスポ

ーツセンター2F で行われました。G5、G4 コースそれぞれ 

2 種目、HG4 の 4 種目、HG3 の 2 種目の区分が実施されま

した。受験者は 7 名でした。 

 

  

2017信州ねんりんピック交流大会ダンススポ

ーツが9月30日(土)茅野市運動公園総合体育

館サブアリーナで開催されました。本大会は

長野県長寿社会開発センターをはじめとする

2017信州ねんりんピック実行委員会が主催し

ています。ダンススポーツはシルバースター

戦、ゴールド

スター戦、エ

ンジョイ戦の

区 分 で 競 わ

れ、上位成績

者の中から全

国ねんりんピ

ックへ出

場の代表

者が選ば

れました。 

 

 

10月 29日(日)佐久市総合体育館で第45回長野

県ダンススポーツ大会が開かれました。今大会

の特徴は県内外からのジュニア選手の参加が非

常に多かったことで

す。ジュニアのみな

さんのハツラツとし

たダンスで盛り上が

りました。 

第28回受験者 

第27回ＨＧコース受験者 

しっかり踊る受験者

第27回Ｇコース受験者 

ノリノリのダンス 

伸び伸びしています 

若者の踊りは 
かっこいいですね 

年寄り？だれが？ 

ラテンも踊ります 

第 45 回長野県ダンススポーツ大会信州ねんりんピック 

第 27 回、第 28 回技術認定会開催 

 



南信支部の西尾正之・田中愛子組です。 

も

私達は２００９年からカップルを組み主に愛

知県と岐阜県の競技会に出ています。ラテンＡ級戦で

今年ジャイブを踊りました。練習で調子に乗れない種

目があっても１０種目あれば他の種目で気がまぎれるこ

ともあり、またポイントに気付けば他のフィガーや種目

にも共通点があるので勉強になります。競技会は全力

が出せて良い結果が出た時は最高です。ダンスの趣

味がありカップルを組めて競技会に出られる事はとて

幸せです。長く続けられたらと思っています。 

今回の役員紹介のコーナーは北信支部の目黒昭伸・洋子さんです。過去に重要な役職に

就き、県連盟をけん引してきた役員で、長野県のダンススポーツの普及、ダンス人口の拡

大に貢献してきたご夫婦です。 

こんにちは、採点管理の目黒と受付嬢の洋子ちゃんです。連盟には、94

年 9 月の第 2 回大会に試用採用され、97 年第 5 回大

会で、役員として本採用になりました。03 年全国ねん

りん徳島大会・信州ねんりん戸倉大会から、ナイスシ

ニア部を担当して昨年の長崎大会まで１３年間お勤

めしました。茅野の大会は苦労したなー。体育館の使

用許可を、貰う為に何回も通ったっけ。東御・小諸・大

町もね。今思えば「日日是好日」良い思い出さ。地元

須坂では、須坂市ダンススポーツ協会長・体育協会

副会長を経て、現在参与です。 ナイスシニア須坂交

流会は、毎月１２０名の盛況ですよ、五百円持って来

てね。何と私達３月に金婚式を迎えたよ! これからも「愛羅武優」またね! 

 

9 月 18 日(月)須坂市北部体育館で第 11 回竜の里須坂ダンススポーツ大会が開催されました。おやき

などの物販コーナー、賞品として巨峰が出る、など他の大会と一味違うほんわかとした雰囲気の大会

ですが、各競技区分で前夜に通過した台風を吹き飛ばす気迫のこもった

競技が繰り広げられジュニアも大人ものびのびと踊っていました。 

今が旬だンサー 

南信シニアの星 

役員紹介 

身長差もなんのその 

金婚式の目黒夫妻 

第 11 回竜の里須坂ダンススポーツ大会

ジュニアはのびのび 楽しそうに踊っています 賞状授与の姿もかわいい 若者のダンスをご覧ください 

編集後記  

若いダンサーは世界を目指し、体力の限りをつくし 

中年ダンサーは技術を磨き切磋琢磨し、 

老年ダンサーはこころを磨いて精神のダンスで 

空を舞う。長い月日ダンスを渇望していると 

ダンサーは生身を抜け出し精神の世界で舞う。 
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