
 

 

 

●公益社団法人日本ダンススポーツ連盟では、新型コロナウィルス感染症拡大防止対策とし

て、テレワーク制度を導入し、事務局内の人員を制限して業務を行って参りましたが、社会

環境の状況を考慮し、安全確保と事業規模に応じたコスト削減のため、９月３０日(水)まで

事務局(会員サービスセンター含む)を休業延長させていただきます 

FAX: 03-6457-1857(大代表) 

今後の社会情勢を踏まえ、業務再開時期等について変更が発生する場合は、JDSF 公式ホーム

ページ等でご案内させていただきます。    url:www.jdsf.or.jp 

会員皆様におかれましては、ご不便をおかけ致しますが、ご理解とご協力をお願い申し上げま

す。 

●重要な情報が含まれています。 

カップル登録をしている方は必ず組相手の方にお伝えください 

添付書類 

登録内容確認書(ピンク色)【重要】 提出期限 10月 31日(土) 

会員サービスセンター2021 年継続登録の手引き(緑色)【重要】 全会員 

DanceDanceDance№96 全会員 

 

ページ 内  容 適 用 

１ 会員サービスセンターからのお知らせ  

1～2 JDSFオリジナルグッズ販売のご案内 CD『DanceSport vol.26』発売中 

2 
①東京都 DSC：東京都 DSC会費 500円引き落としについて    

②東京都ダンススポーツ連盟総会議決事項について 

【添付資料 P.9参照】東京都ダン

ススポーツ連盟総会議事録 

2 DSC神奈川：各行事の予定について  

3 埼玉県 DSC：会費引落の御礼  

3 栃木県 DSCからのメッセージ  

4 
第 40回三笠宮杯選抜戦 最終選考会 

【新型コロナウィルス感染症対応競技会】 

10/17(土)駒沢オリンピック公園

総合運動場体育館 

5～6 三笠宮杯出場権獲得者(関東甲信越ブロック）  

7～8 三笠宮杯出場権獲得者(全国）  

9 東京都ダンススポーツ連盟総会議事録（抜粋） 東京都 

 

公益社団法人  日本ダンススポーツ連盟 

会員サービスセンター 
センター長  一ノ瀬 初男  

 

   

No.2020-05(2020.09.25) 

JDSFcom 通信 

 〒135-0063江東区有明 3-4-2有明センターﾋﾞﾙ 1階 

TEL 03-6457-1846    FAX 03-6457-1847  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



■会員サービスセンターからのお知らせ  

●次年度更新に関して 

 次年度更新に際し、「登録内容確認書（ピンク色の用紙）」、及び「2021年継続登録の手

引き（緑色の用紙）」を同封しております。 

両方の用紙をご確認の上、登録内容に変更がある場合、登録内容確認書を FAX、郵便、E-mail

添付のいずれかで必ずご返送下さい。 

 

●本年度登録選⼿に関して 

※降級に関しては、次年度に対する降級処置は、実施しないこととなりました。（2020 年

10月 31日時点で 選手登録されている方が対象です） 

※昇級に関しては、通常年度の規程に従う。  

 

 ●最新の競技会開催状況等につきましては、JDSF公式ホームページにてご確認ください。 

 

●競技会、会員登録/更新に関するお問合せ    kaiin.information@jdsf.or.jp 

  ※回答に遅延が生じる場合がございます。あらかじめご了承くださいますよう宜しくお願い

致します。 

 

●2020年指導員 講習会・研修会 

※今般の社会情勢を鑑み、各研修会・講習会の日程変更・中止が相次いでおります。その他

最新情報にご注意願います。 

 

公認指導員研修会（公認指導員有資格者を対象に実施） 

予定 

確定 
開催日 時 間 開催県 場 所 

研修対象 

競 技 普 及 

Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ 

予定 11.22 未定 東京都 西東京市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

予定 11.29 未定 東京都 町田市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

申し込みは早めにお願いいたします。（各開催日の２週間前までに） 

 

尚、『(2020 年)指導員資格更新のための義務研修受講及び未受講に関わらず、(2021 年の)

資格更新を認めるものとする。』と確定しています。 

詳細については【JDSF(普及)20-02 2020年 4月 26日 2020年度 JDSF公認指導員「資格更

新」について（通知）】をご覧ください。 

 

■ JDSFオリジナルグッズ販売のご案内 

１．JDSFオリジナル CD『DanceSport vol.26』(3/9新発売)他 CDも好評発売中です。 

踊りやすく・躍動感のある・美しい 24 曲を選んで制作されています。 

トップクラス競技会から各種競技会、各種イベントなどに幅広く使っていただける内容に

なっておりますので、ぜひご検討ください。 
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２．JDSFオリジナルグッズの新商品『新靴底』を 2020年初より販売中です。 

『新靴底』は、ダンスシューズの靴底を手軽に貼り替えること（重ね貼り）により、古くな

った靴底を再生し、履きやすく、踊りやすくする商品です。 

男性用（黒）・女性用（ベージュ）に、それぞれボンド入とボンドなしをご用意していま

す。新商品につき当面の間、送料無料ですので、ぜひご検討ください。 

※ボンド入には、約 1足（両足）の貼り替えにご使用いただく目安量のボンドが付属しま

す。すでに靴底貼り付け用のボンドをお持ちの方は、ボンドなしをご購入ください。 

 

３．会員様向け『JDSFオリジナルピンバッジ』発売中です（1個 \500-）。 

 

４．『WDSFダンススポーツ教本』及び『DVD』が好評発売中です。 

ワルツ、タンゴ、スローフォックス、クイックステップ、ヴィエニーズワルツ、ルンバ、 

チャチャチャ、サンバ、パソドブレ、ジャイブ 

 

■ 各 DSCからのお知らせ 

●東京都 DSC 

１．本年度東京都ＤＳＣ会費一人 500円は,11月に引落になります。 

昨年９月に三笠宮チケットと一緒に引き落とさせていただきました。 

本年は、５００円だけになります。引き落とし手数料がかかり、11月に本会費と共に引き落

としさせて頂きます。 

注意として東京都ＤＳＣ会費は２０２０年度分、本会費は来年度分となりますことをご了解

いただくことをよろしくお願いいたします。 

 

２．東京都ダンススポーツ連盟会費に関する規定 

去る 6月 20日（土）2019 年度東京都ダンススポーツ連盟定時総会において、東京都ダンス

スポーツ連盟規約の改定及びダンススポーツ連盟会費に関する規定の制定が議決されまし

た。 

ＪＤＳＦ選手登録している会員について、年額 1000 円の選手会費を徴収することが承認さ

れました。 

前号でご案内いたしましたが議事録が東京都ダンススポーツ連盟から送られてきました。 

添付資料をご覧ください。【★P.9参照】 

現在東京都ダンススポーツ連盟と話し合いをしています。  

11月の引落しには、入っておりませんことをご了解いただくことをお願いいたします。 

正式に決まりましたらご案内申し上げます。 

 

文責者：東京都 DSC 柳堀 政道 

 

●DSC神奈川   

1. 新型コロナウィルスの関係で DSC神奈川が主催する行事を中止しています。 

・８月に開催していました講師を招いての練習会兼講習会も本年度は中止しました。 

・年末または年始に開催しているダンスフェスティバルは未定です。 

・不定期に行っていた自由練習会の開催は未定です。 
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●埼玉県 DSC 

１．今年度も会員の皆様から会費として１人 1,000 円の年会費を、口座から引き落としをさ

せていただきました。皆様からの会費を利用して、埼玉県 DSC の活動をさせていただきま

すので、会員の皆様のご理解とご協力に御礼を申し上げます。 

 

２．今年度の三笠宮選手権は、無観客で開催されることになりました。通年、埼玉県 DSCで

は同選手権の観戦チケットを販売しておりましたが、今年度の販売は中止いたします。 

 

３．今年度の関東甲信越ブロック大会は、新型コロナウィルス感染症対策のため、開催は中

止となりました。毎年、同大会には、埼玉県の代表選手を派遣しておりましたが、今年は

中止となり、代表選手の活躍を会員の皆様にお伝えできないのが残念です。 

 

４．上記の連絡事項について、ご質問等がありましたら、下記の連絡先（PCアドレス）まで、  

ご連絡をお願いします。 

     連絡先  wittmann-112@jcom.zaq.ne.jp 

 

 ●栃木県 DSC 

感染防止対策に気をつけて、毎日お過ごし下さい。 

健康でいられる事に感謝！ 

 

                             栃木県 DSC  大倉恵一郎 

3



4



三笠宮杯 ブロック代表選手 

 

関東甲信越（２４組）  5 月 5 日更新 

２０１９年１１月以降の関東甲信越ブロックランキング対象競技会と２０１９年関東甲信越ブ

ロックランキングにより決定。 

具体的には、関東甲信越ブロックからの三笠宮杯出場資格者は以下の通り。（カップル解消で権

利消滅 学連からの推薦選手は除く） 

１．関東甲信越ブロックランキング対象競技会決勝入賞者 

２０１９年１１月４日 関東甲信越ブロック選手権 準決勝入賞者 

スタンダード 

小嶋 みなと 盛田 めぐみ  神奈川県（シード選手） 

五月女 光政   五月女 叡佳   栃木県（シード選手） 

棚橋 健    盛田 舞香    東京都（シード選手） 

佐藤 祐馬   久保田 理沙   東京都 （シード選手） 

岩﨑 将之   中山 絵里加   神奈川県（シード選手） 

飯沼 孟大   馬場 えりな   全日本学連（東京都）（シード選手）  

藤森 春樹   金山 咲月    東京都（シード選手） 

倉科 翔    尾身 菜月    長野県 

池田 Ａ．真太郎  打越 瞳    全日本学連（茨城県）カップル解消 

木下 将希   小西 乙愛    千葉県 

髙杉 耕一   髙杉 綾子    東京都（JDSF推薦選手） 

高原 範之   岩崎 有紗    東京都   

ラテン 

藤井 創太   Dariia Marinesk  千葉県（シード選手） 

五月女 光政   五月女 叡佳   栃木県（シード選手） 

大久保 稔也   吉村 春香    東京都（シード選手） 

太田 佳輝   岡田 愛彩    長野県  

小澤 玲音   牧野 果礼    山梨県（JDSF推薦選手） 

村瀬 賢一   小笹 詩織    埼玉県 

石田 茂之   矢野 美帆子   茨城県（JDSF推薦選手） 

高橋 海    和田 享華    千葉県（ブルボン DST） 

小泉 遼    中井 惠美子   神奈川県 （JDSF推薦選手） 

藤原 直斗   青山 華奈    山梨県 

鈴木 佑典   堀口 真帆美   栃木県 

安藤 弘倖   山本 琴菜    東京都   

 

２０２０年 ４月 ４日（土） 神奈川県ダンススポーツ選手権決勝入賞者（６位まで）中止 

２０２０年 ５月２４日 千葉県ダンススポーツ選手権大会決勝入賞者（６位まで） 中止 

２０２０年 ６月 ７日 東京都民ダンススポーツ大会決勝入賞者（６位まで） 中止 

 

（シード選手との重複などにより２４組に達しない場合） 

1. ここまでで代表選抜選手がいない都県からの推薦選手 

スタンダード 

埼玉県   

新潟県   

群馬県   
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茨城県 

山梨県   

 

ラテン 

新潟県   

群馬県   

 

 

2. ２０１９年関東甲信越ブロックランキング上位より規定組数まで 

スタンダード（30位まで） 

2019年東京都大会、神奈川県大会、千葉県大会、栃木県大会の 6位入賞カップルは出場

権があります。 

（以上、エントリー受け付けます。） 

 

ラテン（30位まで） 

2019年東京都大会、神奈川県大会、千葉県大会、栃木県大会の 6位入賞カップルは出場

権があります。 

（以上、エントリー受け付けます。） 

                                    以 上                                                                
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登録選手各位 

（公益社団法人）日本ダンススポーツ連盟 

競技本部長  山口  剛 

三笠宮杯選抜戦のお知らせ 

                              

２０２０年の三笠宮杯は、各ブロック代表選抜として、例年通り出場組数が Max.９６組に限定

されます。 

北海道３組、東北６組、関東甲信越２４組、中部６組、西部１２組、九州６組、学連２４組の計

８１組にシード選手（１２組＋α）とＪＤＳＦ推薦選手、10月 17日（土）の最終選考会入賞者

（最低３組）を加えて９６組に調整します。 

 

既に出場資格を獲得しているカップルおよび今後の資格獲得条件は以下の通りです。 

シード選手 

  スタンダード ： ２０１９年ダンススポーツランキング上位２組 

    小嶋 みなと 盛田 めぐみ 神奈川県 

    大西 大晶 大西 咲菜  富山県 

２０１９年三笠宮杯 準決勝入賞者 

菅原 一樹    Laura Collavizza    東京都 

五月女 光政  五月女 叡佳        ブルボンＤＳＴ 

 棚橋 健 盛田 舞香  東京都 

山田 恭平 秋山 彩織  東京都 

石垣 和宏 三喜 穂菜美  千葉県 

佐藤 祐馬 久保田 理沙  東京都  

熊谷 光晃 粕尾 明日香  東京都  

岩﨑 将之 中山 絵里加  神奈川県 

飯沼 孟大 馬場 えりな  獨協大学 

藤森 春樹 金山 咲月  東京都 

 

  ラテン    ： ２０１９年ダンススポーツランキング上位２組 

   藤井 創太 Dariia Marinesk 千葉県 

大西 大晶 大西 咲菜   富山県 

２０１９年三笠宮杯 準決勝入賞者 

菅原 一樹    Laura Collavizza    東京都 

五月女 光政  五月女 叡佳        ブルボンＤＳＴ 

Tudor Andrei 吉川 あみ           東京都 

海老原 拳人  タカギ ルナ        千葉県/早稲田大学 

鈴木 奨太    鈴木 千尋           千葉県 

石垣 和宏    三喜 穂菜美        千葉県 

大久保 稔也  吉村 春香           東京都 

大木 大樹    大木 風香           北海道 

吉田 篤志    中澤 麗             千葉県 

7



押川 慧悟    和田 知世           神奈川県 

なお、最終選考会エントリー者のうち、２０２０年グランプリの準決勝入賞カップルについては

エントリー状況によって優先的に出場権を付与し、プログラムに背番号と名前を掲載します。（そ

の場合、最終選考会は欠場しても三笠宮杯に出場できます） 

 

ＪＤＳＦ推薦選手 

２０１９年７月２１日ユース選手権上位６組 

 スタンダード ： 

 五月女 光政  五月女 叡佳  ブルボン DST（シード選手） 

石垣 和宏   三喜 穂菜美  千葉県（シード選手） 

松浦 龍騎   松浦 優莉華  宮城県 

川本 竜    川本 弥由   奈良県 

太田 佳輝   岡田 愛彩   長野県 

滝川 貴之   滝川 綾乃   愛知県 

ラテン    ： 

  五月女 光政  五月女 叡佳  ブルボン DST（シード選手） 

石垣 和宏   三喜 穂菜美  千葉県（シード選手） 

大矢 健太   降旗 友希   神奈川県 

川本 竜   川本 弥由   奈良県 

安部 邦斗   安部 美咲   千葉県 

小澤 玲音   牧野 果礼   山梨県 

 

２０１９年 ５月１９日（大阪）シニアⅠスタンダード選考会上位３組 

野口 雄一朗  奥野 亮子  東京都 

髙杉 耕一   髙杉 綾子  東京都 

小林 潤一   小林 麻衣  富山県 

 

２０１９年 ５月２６日（熊本）シニアⅠラテン選考会上位３組 

山本 哲郎   工藤 由美子  東京都 

小泉 遼   中井 惠美子  神奈川   

河野 弦二郎  河野 サヨ 京都府 

 

２０１９年 ９月 ８日（仙台）シニアⅠラテン選考会上位３組 

押川 慧悟   和田 知世   神奈川県（シード選手と重複） 

石田 茂之   矢野 美帆子  茨城県  

山本 哲郎   工藤 由美子  東京都 

 

２０１９年１０月 ６日（北海道）シニアⅠスタンダード選考会上位３組 

小林 潤一 小林 麻衣 富山県 

髙杉 耕一 髙杉 綾子 東京都 

森川 豊則 鈴木 悠夏 大阪府 

以 上 
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【東京都ダンススポーツ連盟】 

令和元年度総会議事録抜粋 

                          令和 2年 6月 20日 14：00〜16：30 

                          会場 杉並セシオン 

＜総会成立について＞ 

  出席４５   書面３３ 委任状１０  成立（代議員総数８８名）  

 

  

 ＜５号議案＞  規約改定 

清水法制部長より内容説明 

 

＠質疑応答 

東京 D S C 柳堀 

個人登録・直轄会員の総会参加はどうなっているのか 

清水法制部長 

現在の参加はできないことになっている。 

東京 D S C 柳堀 

サークル以外の方の方が増えてきたときには必要ではないか 

総会の議事内容を春夏秋冬に載せることは可能か 

佐藤広報部長 

理事会で検討の上内容について会員からのご意見を生かしていく。 

 挙手で確認し、承認       反対 1名（柳堀） 

 

＜６号議案＞ 会費に関する規程 

清水法制部長より内容説明 

東京 D S C 柳堀 

 Aリーグ解散から都連に入った。会費の値上げをして会員がかなり減っている。 

清水法制部 

東京都の連盟に加盟しているので同じようにお願いしたいと考えている。 

東京 D S C 柳堀 

平成 15年の理事会で確認された内規が施行された後のことはどうなっているのか 

 清水法制部長  

  過去のことについては確認していないが今回決めることが大切と考える 

東京 D S C 柳堀 

会員が減っている状況でこれを出されるのは困る。 

渋谷区上遠野 

  ２月の D S C総会で話が出ている。 

  お金のやり取りについては会長と当時の A リーグの間で決着がついていない。関わった方でやって欲しい。 

  規程の制定については進めて、遡る事については改めて別に行って欲しい。 

  

  挙手で賛成多数承認 
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