
「ねんりんピックかながわ２０２２」ダンススポーツ交流大

会が、11月13日（日）カルッツ川崎で開かれました。ねんり

んピックは、６０歳以上の人が集う全国大会で、団体戦と個

人戦で争われます。全国の都道府県及び政令指定都市の代表

４００人余りが集まりました。神奈川県からは、神奈川県、

横浜市、川崎市、相模原市そ

れぞれ2チーム、合わせて8

チームが参加しました。コロ

ナ禍の中で、神奈川県勢の大

活躍で、会場は大いに盛り上

げました。又、競技の合間に

は、模範演技が行われ、スタ

ンダードは、小嶋みなと/盛

田めぐみ組、ラテンは、藤井

創太/中村安里組が華麗な踊

りを披露しました。会場に

は、この二組を見るために大

勢のダンススポーツファンが

訪れました。個人戦では、

チャチャチャで川崎市の塚田・三沢組が準優勝、準決勝にも二組進出しました。ルンバでは、横浜市の

佐藤組が4位に入賞、準決勝には3組進出しました。ワルツは、準決勝に4組、タンゴも、準決勝に1組進

出しました。団体の決勝戦です。神奈川県から、3組が進出し、チーム神奈川Aが3位、川崎市Aチームが4

位、川崎市Bチームが5位という素晴らしい成績を収めました。大会運営に携わった、川崎市、神奈川県

連盟の関係者、特に、地元・川崎市連盟の関係者の尽力のお陰で盛大なうちに成功裏に終わりました。

関係者の皆様に感謝申し上げます。                                     実行委員長 小野 智史 

ねんりんピックかながわ2022「ダンススポーツ」交流大会   

 ダンススポーツシニアアスリートの日本一

を競う、日本スポーツマスターズ２０２２岩

手大会 は２０２２年８月２８日に花巻市総合体育館で開催されました。ＷＤＳＦ世界

シニア大会（Ⅲ）日本代表選考会、全日本選手権シニアⅢ、Ⅴ併催で、マスターズⅠ、

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ｖ の競技が行われました。マス

ターズⅤラテンでは、奥井 恒明・工藤 啓組

が優勝しました。マスターズⅤスタンダード

では、 河合 隆広・美保組（ＤＳＣ神奈川）

が第４位、奥井 恒明・工藤 啓組（川崎市連

盟）が６位の大活躍しました。会場近くに

は、ＭＢＬ大谷翔平、菊池雄星の出身校の花

巻東高等学校があり、野球部が熱心に練習に

励んでいました。 

  

日本スポーツマスターズ２０２２岩手大会 

マスターズ大会参加選手の皆さん 

シニアⅤラテン 

優勝 奥井 恒明 

    工藤 啓組 
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三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権 スタンダード 

 優勝 小嶋みなと／盛田めぐみ組 

シニアⅠ選手権 ラテン 

４位 白井 泰昭 

     井上 渚組 

 選手権ＳＴ５位 

  守屋 駿 

    盛田 舞香組 選手権ＳＴ６位 

 飯沼 孟大 

 馬場 えりな組 

 

選手権ラテン６位 

U-25オールジャパンＳＴ３位 

U-25オールジャパンラテン準優勝 

ホワイトン 謙心/ 夏奈実組 

 ジュブナイルラテン  

  ７位 鈴木 海璃 

       戸上 陽華組 
ジュニア ラテン  

 ５位 外村 温仁 

      社本 実由組 

シニアⅠ選手権 ラテン 

 準優勝  蜷川 博信 

     浅田 舞組 

 第42回三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権・第5回三笠宮杯全日本

PD選手権は2022年11月19日・20日に川崎市のとどろきアリーナで開催

されました。前年

と同様に、Youtube

配信を行いまし

た。 

 全日本選手権の

スタンダードで

は、前々回優勝の

小嶋組と前回優勝

の大西組が種目ご

とに順位が入れ替わる大接戦となりましたが、小嶋 みなと/盛田 めぐ

み組が優勝しました。選手権戦ラテンは大西 大晶/咲菜組が優勝しま

した。 

 ホワイトン謙心・夏

奈実組を始め、神奈川

県選手が大活躍しまし

た。全日本ＰＤ選手戦

スタンダードはオレク

シー・グザー/太田 吏

圭子組が優勝、ラテン

は山本 武志/木嶋 友美

組が優勝しました。TBS

金スマ社交ダンスで活

躍している浅田 舞組が

シニアⅠラテンで準優

勝しました。 



 
 コロナ禍の影響で中止が続いていた関東甲信越ブロック選手権大会が３年ぶりに千葉県(千葉ポート

アリーナ)で９/25(日)無事開催された。参加選手数延べ250組を越え久々に開催された各都県からの選手

も久しぶりに逢う他県選手との再会に喜び花が咲いたような大会であった。声を上げての声援はできず

拍手を持っての応援にも踊れ

る喜びを込めた応援と感じし

た。恒例の団体戦では更に応

援にも力が入り、各都県から

沸き起こっていた様に感じ

た。我が神奈川県は惜しくも

優勝の東京都についでの準優

勝の成績であった。  

各選手仲間は来年もまた楽し

みにねと See you again‼      

       須田 幸彦

  

＜サークル紹介＞ 
  

 

 サークルは横浜市都筑区２番目として、２００７年に

設立横浜市連盟に加盟し１５年になりました。当時の会

員数は６０歳代が２５名 現在は７０歳代、８０歳代 

１８名（選手登録１２名）で、地元の中学校の体育館を

毎週夜間に借りて、元Ａ級選手から指導を受け 競技会

に向けた練習をしています。現役後 中高年の大事な運

動としてダンスが最高と熱く思い “健康寿命を延すダ

ンスに夢中”のサークルです。                       

       連絡先  藤本 勍  090-6031-0630 

 

 

 設立は1975年（昭和50年）、相模アマチュアダンス連合

(現 相模DSF)立ち上げに参加、2013年にはサークル名を

「あじさいDC」に改名、秦野市を中心に活動を行っていま

す。会員も、競技のランクアップを求める人、指導者として

資格を修得して後進の指導にあたる人、生涯スポーツとして

楽しむ人、それぞれの道を選んで、和気あいあいサークル活

動を行っています。2020年に発生した新型コロナウイルス、

感染拡大防止の為、活動が出来なかった時期もありました。 

現在、定期活動は少人数で、マスクの着用、換気などコロナ

過の中、気を緩めずしっかり安全対策を徹底しながら活動を

行っています。  連絡先 藤村 春夫（0463-77-5980） 

 

あじさいDC（相模ダンススポーツ連盟） 

ＤＳ都筑（横浜市ダンススポーツ連盟） 

第22回 関東甲信越ブロック選手権大会報告

神奈川県チーム準優勝 
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 向けには、別途ご案内予定 

＜ 神奈川県ダンススポーツ連盟 ＞ 
 
  ■4月1日（土）9:00～18:00 
   第26回神奈川県ダンススポーツ選手権 
  カルッツかわさき 
 
＜ 川崎市ダンススポーツ連盟 ＞ 
 ■１月21日（土） 
  2023新春ダンスフェスティバル 
  川崎市教育文化会館 
 
  ■3月４日（土） 
  グレード技術認定会（動画審査） 
  川崎市教育文化会館 
   
  ■7月15日（土） 
   第2２回川崎市民ふれあいダンスフェスティバル 
   新百合トウェンティワンホール 
 
＜ 横浜市ダンススポーツ連盟 ＞ 
 ■1月26日（木）9:00～18:00 
   第27回YOKOHAMA赤い靴杯ダンススポーツ大会 
   横浜武道館 
 
 ■7月１日（土） 
  ベイサイドカップ争奪 
  ２０２3年第３２回横浜市ダンススポーツ大会 
  横浜武道館 
 

＜鎌倉市ダンススポーツ連盟 ＞  
 ■2月23日（木・祝日） 10：00～19：00 
  第34回鎌倉市ダンススポーツ大会 
  鎌倉芸術館小ホール 

＜ 相模原市ダンススポーツ連盟 ＞ 
  ■3月21日（祝火）10:00～16：00 
  春のダンスフェスティバル 
  相模原ギオンアリーナ 
 
 ■4月12日（水）～5月31日（水）  
  毎週水曜日9:30～11:30全7回 
  初心者ダンス講習会 
    相模原市体育館（市役所前） 
 
 ■6月3日（土）9:30～16:00 
    中級講習会とダンスの集い 
    相模原市体育館 
 
 ■7月23日（日）11：00～16:00 
     サマーダンスフェステイバル 
     相模原ギオンアリーナ 
  

＜ 厚木市ダンススポーツ連盟 ＞   

  ■3月26日（日）13:00～16:00 
   創立28周年記念ダンスフェスティバル  
   東町スポーツセンター  
 
 ■6月18日（日）13:00～16:00 
   ふれあいの集い 
   東町スポーツセンター    
 
 ■7月16日（日）13:30～16:00 
   ふれあいの集い 
   東町スポーツセンター  
 

＜DSC神奈川＞  
 ■２月25日（土）18：30～ 
   DSC神奈川 総会 
   かながわ県民センター 

２０２３年度ＪＤＳＦ会員登録証デジタル化されます 

原則、2023年度

～従来の会員登

録証は発行され

ません 

パソコン・スマホで 

会員登録証を閲覧 

神奈川 太郎 

神奈川 太郎 
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