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JDSF通信
6月の全国代表者・正会員会議、定時社員総会の概要についてお知らせします。
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全国代表者・正会員会議、定時社員総会が滞りなく終了しました。
皆さま、ご参加いただきありがとうございました!

本年度も新型コロナウィルス感染防止策として、
Zoomによる会議開催となりました。
①2020年度の事業・決算、定款変更、役員
人事案の他、総会議案についてその背景を
含めて詳細な説明とディスカッション。

②afterコロナに向けた準備、デジタル化への
環境整備など、今後のJDSFのあり方、
方向性についての検討。

③ブレイクダンスを含めた今後の都道府県連
盟の進むべき方法等についての検討。

④加盟団体向けのガバナンス・コンプライアンス
に関する講習。

⑤来年度に向けたデジタル会員証への
移行計画。

6/20 全国代表者・正会員会議

▲コンプライアンス委員長の多賀弁護士
による加盟団体のガバナンスコード説明

▲各都道府県連盟には、配布した資料を
参考に「サスティナブルな組織のあり方」に
ついて検討していただくことになりました。

約80名が

参加!!

ディスカッションタイムでは、「ブレイキンと
県連の今後の関わり方」を中心に質問が
寄せられ、新潟県連の石川会長からの
アドバイスやブレイクダンス部のマーロック
氏、白井氏との情報交換が行われました。

簡単な
意識調査も
実施!!
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20日の代表者会議に引き続き、総会もWeb
による会議開催となりました。代表者会議にお
ける詳細なディスカッションに基づき、書面表決
書による議決権行使、または委任表明を事前
にいただけたことにより、全ての審議が滞りなく
執り行われました。
また、定時社員総会休憩時間にて、選任され
た理事による臨時理事会を開催し、第1号議
案～第4号議案を審議いたしました。

6/27 定時社員総会

改正後の「組織図」、各本部・委員会の「担当役職名簿」は別紙をご覧ください!

名誉役員

齊藤斗志二

舘 博

太 田 正 治

八木沼純子

特任顧問

特任顧問

特任顧問

特任顧問

中井眞一郎

市原則之

山田淳

金子和裕

山田淳、金子和裕、中道俊之、

山口剛、鵜崎清貴、秋田幸子、

佐倉文彦、水本泰弘、石川勝之、

渡辺裕美、篠田龍佑、岡田大輔、

吉川英司、渡邊将広

鈴木一夫、竹島弘幸、武永実花

会 長

副 会 長

専 務 理 事

常 務 理 事

業 務 執 行 理 事

監 事

▼臨時理事会の様子

臨時理事会中、別室では・・・

九州ブロック坂本委員長の合図で、南から北へ向
かって現在のブロック委員長から全国の正会員に新
県連会長を紹介していただきました。

第3号議案で承認された今期の役員をご紹介いたします!

名 誉会長

顧 問

顧 問

顧 問

居 樹 保 朗

松 山 光 男

渡 辺 英 美

永 井 彰

◀新会長
中井眞一郎氏
よりご挨拶

大塚眞一郎

岡崎朋美

栗栖太

福島梨絵

太田吏圭子

理 事

理 事

理 事

理 事

理 事

大塚眞一郎さんと岡崎朋美さんから
ビデオメッセージをいただきました!
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名誉会賓及び会賓に関する規程を新たに制定いたしました。

本連盟は、日本アマチュアダンス協会（JADA）創立以来、

歴代役員並びにダンススポーツの発展にご支援をいただいた方々のご尽力により

今日を迎えることができました。

ついては、本連盟の発展に著しい貢献のあった方々の功績を称え、

称号をもって永く後世に伝えることを目的とし

「名誉会賓及び会賓に関する規程」を制定いたしました。

～ 名誉会賓の方々 ～

山口 繁雄 (最高顧問、日本アマチュアダンス協会会長)

小野 清子 (名誉会長、国家公安委員長、オリンピック体操メダリスト)

田邊 重光 (副会長、公益財団法人日本ボールルームダンス連盟会長)

太田 実 (ロヂャース／北辰商事株式会社代表取締役社長)

名誉会賓とは、故人とし、定款第23条に定める会長、副会長及び役付き役員経
験者で著しく貢献のあった者並びに定款第31条に定める名誉役員経験者。

永年にわたるJDSFへのご尽力とともに多大なる貢献を
いただいたことに深く感謝申し上げます。

【ご報告】



・北海道 ・東北
･関東甲信越
・中部 ･西部
・九州

（1種）

公益社団法人 日本ダンススポーツ連盟（Japan DanceSport Federation）

総 会

WDSF （世界ダンススポーツ連盟）

公益財団法人日本オリンピック委員会

加盟

公益財団法人日本スポーツ協会

加盟 加盟

DSA（ダンススポーツASIA）

OCA （アジアオリンピック評議会）

加盟

理事会

ブロック
ブロック

運営委員会
指導部

技術認定部

業務執行理事会

加盟団体

競技本部国際本部普及本部
情報システム

本部

システム開発部選手派遣部

国際事業部 競技支援
システム部

マーケティング
本部

事業部

マーケティング部

正会員

事 務 局

学連協議会

監事

広報部

PR部

ダンススポーツ

医科学研究部

競技部

審判部

競技資格部

エンターテイン
メント本部

ダンスカルチャー
推進部

PD管理本部

ＰＤ競技部PD資格・管理部

ダンス教室事業
推進部

技術部

PD事務局

ＰＤ事業部

ＰＤ審判部

ゼネラル
ブロック

エンターテインメント

ダンス部

認定ダンススポーツサークル･クラブ

市区町村連盟

会員

認定ダンス教室
（2種） （2種） （2種）

（2種）（3種）

公益社団法人 日本ダンススポーツ連盟 組織図

プレミアディビジョン（PD)

※ ＡＲＲ： アクロバット・
ロックンロール

企画部
国際渉外部

ARR部

社交ダンス部

IOC  （国際オリンピック委員会）

加盟

IWGA GAISF

加盟

NPO法人 日本
サルサ協会

NPO法人 日本車いす
ダンススポーツ連盟

一般社団法人 日本カントリー

＆ライン・ダンススポーツ連盟

全日本学生競技ダンス連盟
都道府県ダンススポーツ連盟

PD
ブロック

未来

ダンサーズ

未来創造
事業部

組織変革委員会
・戦略会議

新審判基準委員会

アンチドーピング委員会

財務委員会

環境委員会

倫理委員会

資格認定委員会

アスリート委員会

新サービス検討委員会

資格試験制度委員会

DTC

都道府県ダンス
連盟（その他）

会員サービスセンター政策推進室

※ DTC：
DanceSport Training Center

未来ダンスアカデミー

未来ダンスアスリート
育成・助成運用委員会

選手・団体選考委員会

選手強化
本部

ブレイキン
選手強化部

ジュニア育成部

PD事業本部

選手強化部

ブレイクダンス部

ブレイク

ダンス本部

ブレイキン事務局

PDアスリート委員会

コンプライアンス委員会

マネジメント部

2021年6月6日

デジタル・コミュニティ

推進部

別　紙 

 
 



公益社団法人日本ダンススポーツ連盟 担当役職 

２０２１年６月２７日 
 

（１）普及本部：本部長 中道 俊之 副本部長：吉川 英司、村上  喜一郎  （顧問：金城 庸夫） 

指導部：部長 吉川 英司  

技術認定部：部長 古川 靖人    副部長：岡本 寿一 

ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ医科学研究部：部長 金城 庸夫  

社交ダンス部：部長 皿良 隆博  

未来創造事業部：部長 棚 橋 健  

ｱｸﾛﾊﾞｯﾄﾛｯｸﾝﾛｰﾙ部：部長 岸尾 政弘  

（2）競技本部：本部長 山口 剛  

競技部：部長 蒲生 志津雄     副部長：星野 晴信 

審判部：部長 佐藤 隆雄 副部長：稲澤 義一 

競技資格部：部長 鈴 木 彰 副部長：福井道剛 （顧問：内山 雅允） 

（３）選手強化本部：本部長 水本 泰弘  

選手強化部長 杉崎 雅彦 副部長：渡辺 和昭 （顧問：溝口 稔） 

ブレイキン選手強化部長 渡邊 マーロック  

ジュニア育成部：部長 溝口 稔 副部長：水本 慶子、渡辺 裕美 

（４）マーケティング本部：本部長 渡邊 マーロック （顧問：渡辺 英美、シニアアドバイザー：太田 正治） 

マーケティング部：部長 秋田 幸子     副部長：野上 宏哉 

事業部：部長 古川 靖人     副部長：竹内 一雄 

広報部：部長 佐藤 篁之 （相談役：神宮 周二、顧問：宮崎 多加子） 

ＰＲ部：部長 宮原 教子     （顧問：今泉 清隆） 

 

 
  デジタル・コミュニティー推進部 谷口 主嘉 副部長：早崎 正剛 

（５）エンターテインメント本部：本部長 秋田 幸子 （顧問：松山 光男） 

ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄﾀﾞﾝｽ部：部長 寺田 理恵  

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部：部長 渡辺 裕美  

企画部 島本 長範     副部長：小濱 彬 

ダンスカルチャー推進部 松山 光男     副部長：渡邊 マーロック 

（６）ブレイクダンス本部：本部長 

 

 

石川 勝之 

 

 

（顧問：マシーン原田（原田 充啓）、Harucalloway（堀江 治喜） 

  TOSHIO（桝田 敏生） 

    応援団長：岡村 隆史 

（７）国際本部：本部長 鵜崎 清貴 （顧問：鵜飼 慶司） 

選手派遣部：部長 渡辺 和昭  

国際事業部：部長 （調整中）  

国際渉外部：部長 村田 寿美子  

（８）情報システム本部：本部長 佐倉 文彦 副本部長：金子 和裕、有田 義裕 

競技支援システム部：部長 山 口 剛 副部長：高原 修 
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（９）ＰＤ事業本部：本部長 酒井 文雄 （相談役：四本 紀男） 

副本部長：渡辺 裕美、篠田 龍佑 

ＰＤ事務局：事務局長 杉崎 雅彦    副事務局長：高橋 一昌 

技術部：部長 松村 有希子  

ＰＤ事業部：部長 野上  宏哉  

ＰＤ競技部：部長 守 屋 学 副部長：篠田 龍佑 

ＰＤ審判部：部長 藤井 雅明 副部長：家泉 朋美、小林 茂之 

（10）PD 管理本部：本部長 浅野 勉 （相談役：西坂 範之） 

副本部長：吉川 英司、岡田 大輔 

ダンス教室事業推進部：部長 中 田 寿 副部長：佐久間 祥子 

PD 資格・管理部：部長 河本 耕一 副部長：、月岡 幸一郎 

（11）ＰＤブロック運営委員会   

北海道：委員長（代理） 兄後 幸大  

東  北：委員長（代理） 長谷川 和美  

関東甲信越：委員長 篠田 龍佑 副委員長：守屋 学 

中  部：委員長 藤井 雅明 副委員長：飯沼 佐敏、佐藤 将 

西  部：委員長 林 栄治郎 副委員長：岡田  大輔、北牧 雅文、水田 晃司 

九  州：委員長 佐伯 浩一郎 副委員長：西島  一徳 

（12）ゼネラルブロック運営委員会   

北海道：委員長 金子 和裕  

東  北：委員長 長谷川 守夫  

関東甲信越：委員長 渡辺 英美    副委員長：日吉 俊彦、小野 智史 

中  部：委員長 鈴木 康介  

西  部：委員長 天道 貞一  

九  州：委員長 坂本  省一  

（13）委員会   

組織変革委員会：委員長 中道 俊之 戦略会議 議長：中道 俊之 

新サービス検討委員会：委員長 北牧 雅文  

財務委員会：委員長 金子 和裕  

アンチドーピング委員会：委員長 古瀬 精一  

新審判基準委員会：委員長 佐倉 文彦 副委員長：田口 順一、渡辺 和昭 

資格認定委員会：委員長 岡里 美恵子    （顧問：居樹 保朗） 

環境委員会：委員長 日吉 俊彦  

倫理委員会：委員長 鵜崎 清貴 副委員長：  永井  彰 

アスリート委員会：委員長 佐倉 文彦  

別　紙  



ＰＤアスリート委員会(PDA)：委員長 山嵜 圭太  

資格試験制度委員会：委員長 金城 庸夫 

 

副委員長：浅野 勉 （担当理事：中道 俊之） 

未来ダンスアスリート育成・助成事

業運用委員会：委員長 

酒井 文男 副委員長：篠田 龍佑、中田 寿、伊藤 金四郎 

（顧問：浅野 勉） 

未来ダンスアカデミー：校長 溝口 稔  

選手・団体選考委員会：委員長 （調整中）  

コンプライアンス委員会：委員長 多賀 啓  

政策推進室：室長 早坂 健一 （担当理事：中道 俊之） 特別補佐（法務）：山下 りえ子 

会員サービスセンター：ｾﾝﾀｰ長 一ノ瀬 初男  

（14）事務局 （常勤）  (担当理事：中道 俊之) 

事務局長 金子 和裕  

副事務局長  兼  総務部長 岸尾 政弘  

経理部長兼総務部長補佐 川上 勲  

副事務局長  兼  管理部長 

兼DTC：センター長 

大塚 健次  

業務課長 宇都宮 正旭  

ブレイキン事務局長 白井 健太朗    副事務局長：渡邊 マーロック 
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