
区分 略称 公認(昇級) 競技名称 種目 服装 フィガー 出場資格

1 ＭＡＳ
ミドルシニア　Ａ級スタンダード
(ﾐﾄﾞﾙｼﾆｱ東北選手権)

W.Ｔ.Q

2 ＭＡＬ
ミドルシニア　Ａ級ラテン
(ﾐﾄﾞﾙｼﾆｱ東北選手権)

S.C.R

3 ＭＤＳ ﾐﾄﾞﾙｼﾆｱ　Ｄ級スタンダード Ｗ.Ｔ

4 ＭＤＬ ﾐﾄﾞﾙｼﾆｱ　Ｄ級ラテン Ｃ.Ｒ

5 ＪＢＳ 全日本統一　Ｂ級スタンダード Ｗ.Ｔ.F（準決勝よりQ)

6 ＪＢＬ 全日本統一　Ｂ級ラテン Ｓ.C.Ｒ（準決勝よりP)

7 ＪCＳ 全日本統一　C級スタンダード W.Q（準決勝よりT)

8 ＪCＳ 全日本統一　C級スタンダード Ｔ.F（準決勝よりW)

9 ＪCＬ 全日本統一　C級ラテン Ｓ.Ｒ（準決勝よりC)

10 ＪCＬ 全日本統一　C級ラテン C.Ｐ（準決勝よりR)

11 ＪＤＳ 全日本統一　Ｄ級スタンダード Ｗ.Ｑ

12 ＪＤＳ 全日本統一　Ｄ級スタンダード Ｔ.F

13 ＪＤＬ 全日本統一　Ｄ級ラテン Ｓ.Ｒ

14 ＪＤＬ 全日本統一　Ｄ級ラテン C.P

15 Ｊ１Ｓ 全日本統一　１級スタンダード Ｔ.F

16 Ｊ１Ｌ 全日本統一  １級ラテン C.P

17 Ｊ２Ｓ 全日本統一　２級スタンダード Ｗ.Ｑ

18 Ｊ２Ｌ 全日本統一  ２級ラテン Ｓ.Ｒ

19 Ｊ３Ｓ 全日本統一　３級スタンダード Ｗ.Ｔ

20 Ｊ３Ｌ 全日本統一  ３級ラテン Ｃ.Ｒ

21 Ｊ４Ｓ 全日本統一　４級スタンダード Ｗ.Ｔ

22 Ｊ４Ｌ 全日本統一  ４級ラテン Ｃ.Ｒ

23 XST チームマッチ戦 Ｗ.Ｔ.Ｒ.Ｃ

24 FWS やまがたダンスアスリート戦 Ｗ

25 FTS やまがたダンスアスリート戦 T

26 FQS やまがたダンスアスリート戦 Q

27 FRL やまがたダンスアスリート戦 R

28 FCL やまがたダンスアスリート戦 C

29 FSL やまがたダンスアスリート戦 S

30 XＦＤ 演技発表（デモンストレーション） 自由

次頁に続く ※山形県内の方であれば、１,000円/年でJDSF（即日）会員登録可能です。

◎　審 判 員　　（社）日本ダンススポーツ連盟公認審判員

◎　主　　 催　　 山形県ダンススポーツ連盟　　　◎共　催　南陽市体育協会　　　◎後　援　（社）日本ダンススポーツ連盟　

◎　入 場 料　　無　料　（プログラム希望者には５００円で販売）

◎　申込方法　　 個人又はサークル単位等で取りまとめて郵送（PDF等でのPCメールでの申込み可、FAXは不可）。

◎　締め切り 　　平成２３年５月３日（火）必着

◎　注意事項　 　・新品ヒールカバー装着厳守（劣化品装着は出場不可）。　・アリーナ内は土足、飲食厳禁。　・更衣室内の占有厳禁。

◎　出 場 料　　区分1～23,31,32は各4,000円、区分24～29は各1,000円、区分30は5,000円　※振込み後の返金はいたしません。

◎　問合せ先（欠場時の連絡兼ねる）　ＪＤＳＦ山形 古瀬精一　〒999-3702山形県東根市温泉町1-9-5、℡0237-36-0072、携帯090-3360-4348、fax0237-36-0073

ＪＤＳＦ会員/認定サークル限定
 ･先着２組まで（団体での演技でも可）
　・曲は編集済みのMDかCDを各自持ち込み
  ・１組１０分(入退場含)以内で構成すること

JDSF規定ﾌｨｶﾞｰ1.2平服以下

　ＤＳＣＪ　C級以下　登録選手

　ＤＳＣＪ　Ｄ級以下　登録選手

【会場開催日変更実施】2011年前期ダンススポーツ東北ブロック選手権ｉｎ山形　　（ページ１/２）

◎　開催日時　　平成２３年５月２２日（日）　　開場８時  競技開始９時  

◎　選手受付　　８時～８時４０分：全区分受付可、１０時3０分～１1時００分：Ａ,MA,B,C,D,1,2級戦スタンダードのみ出場者受付可　

◎　会　 　場　　南陽市民体育館（南陽市三間通1096、℡0238-49-2600)　　ＪＲ赤湯駅から車で10分or山形市から車で国道13号線を南に約１時間

                   　タイムテーブルは約１週間前に山形県連盟ｈｐ又は、JDSF東北ブロックサイトに掲載予定

                        ※なお、事前に申込先平井まで連絡(5/20迄)があれば時間外の受付可能。但し、出場競技開始予定時刻の2時間前まで来場すること。

　　（注）必ずDSCJ標準申込書(Ａ４)を使用し、会員登録証の写しと郵便振替払込票の写しを忘れずに貼り付けること。

　ミドルシニアＡ級以下登録選手
　男女共に４５歳以上

　ＤＳＣＪ　４級以下　登録選手

◎　振 込 先　　郵便振替　口座番号０２２４０－７－９５６３６  加入者名　「山形ＪＤＳＦ競技部」 

　　　　　なおカップル登録していない場合及び年齢別の区分に出場する場合はパートナーの会員登録書の写しを忘れずに貼り付けること。

◎　申 込 先　　〒998-0824 酒田市大宮町2-8-7ｻﾝﾃﾞｭｴﾙ酒田大宮町1003：平井剛秋 Tel/Fax：0234-26-2474、E-mail：kyougi@jdsf-yamagata.com

　ミドルシニアＤ級以下登録選手
　男女共に４５歳以上

　ＤＳＣＪ　３級以下　登録選手
IDSF規定

又は
平服以下

　ＤＳＣＪ　２級以下　登録選手

◎　競技内容　※重複エントリーは何区分でも可。平服以下＝平服でも準平服でも可（競技規則による）。
　　　　　　　　　　　各自、タイムテーブルを確認し服装規定は遵守してください（着替えの時間を設けず、連続で競技を行う種目があります）。

　　　　　 　　 　　　・出場者名簿、競技結果成績がＪＤＳＦホームページ、マスコミ等に掲載されることを了解の上で、出場申込みをしてください。

　　　　　　　　　　　・一般入場の方は上履きを持参ください。　・館内のごみ箱は使用不可です。ごみは各自持ち帰りください。

IDSF規定

　ＤＳＣＪ　１級以下　登録選手

　             　　　　・大会中に発生した事故の応急処置は行いますが、その後の処置は自己責任で願います。

　ＤＳＣＪ　Ｂ級以下　登録選手

◎　特記事項　中止となった４月１７日の同大会（公認110420）に既エントリー選手の本大会への振替が可能です。希望者は上記平井まで連絡のこと

　　　　　 　　　 　　・大会に関するメディア等の報道に選手の名前、写真及び映像を使用する権利は全て大会主催者に帰属します。

　　　　　 　　 　　　・この競技会の音楽はJDSFオリジナルCD　“DanceSport”シリーズを使用しています。

第４２回ＪＤＳＦ山形県ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ競技会＆ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙin南陽【ＤＳＣＪ公認：１１０５３９変更】

ＪＤＳＦ会員オープン/フィガー自由
 ・ＤＳＣＪ Ｄ級以下登録選手　及び　選手未登録者
 ・レディースカップル可能
 ・男性（役）４名と女性４名による各単科戦での複合競技形式で
　行います。但し、男性（役）は２種目まで出場可能。

IDSF規定

IDSF規定
又は

平服以下

自　　由

自由

有

ＪＤＳＦ会員オープン/フィガー自由
 ・選手登録者同士のカップル
　　　　（DSCJ３級以下同士の男女、年齢別の級は不問）
 ・レディースカップル（各々の持ち級制限なしの女性同士）
　※選手登録の有無は問いません

 ・選手未登録者と選手登録者のカップル
                     　     　 　 （選手登録者の持ち級制限なし）
 ・やまがたｼﾝｸﾞﾙｱｽﾘｰﾄ登録選手（別紙山形シングルアスリート規程参照）

　※「やまがたｼﾝｸﾞﾙｱｽﾘｰﾄ」とは、山形県に登録の会員で、競技会出
　場を切望するが組相手がいなく、事前にJDSF山形に登録をしたｼﾝｸﾞ
　ﾙ競技選手です。組相手はその大会毎に異なり、指導員有資格者や
　競技選手がﾊﾟｰﾄﾅｰを務めます。ＪＤＳＦ選手登録でＤＳＣＪ競技出場可

無
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前頁から続く

区分 略称 公認(昇級) 競技名称 種目 服装 フィガー 出場資格

31 ＪＡＳ 東北ブロック選手権
全日本統一　Ａ級スタンダード

W.Ｔ.Ｆ.Q
（準決勝からⅤｗ）

32 ＪＡＬ 東北ブロック選手権
全日本統一　Ａ級ラテン

S.C.R.Ｐ
（準決勝からＪ）

以上

◎　入 場 料　　無　料　（プログラム希望者には５００円で販売）

◎　問合せ先（欠場時の連絡兼ねる）　ＪＤＳＦ山形 古瀬精一　〒999-3702山形県東根市温泉町1-9-5、℡0237-36-0072、携帯090-3360-4348、fax0237-36-0073

【会場開催日変更実施】2011年前期ダンススポーツ東北ブロック選手権ｉｎ山形　　（ページ２/２）

第４２回ＪＤＳＦ山形県ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ競技会＆ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙin南陽【ＤＳＣＪ公認：１１０５３９変更】
◎　開催日時　　平成２３年５月２２日（日）　　開場８時  競技開始９時  

◎　選手受付　　８時～８時４０分：全区分受付可、１０時3０分～１1時００分：Ａ,MA,B,C,D,1,2級戦スタンダードのみ出場者受付可　

                   　タイムテーブルは約１週間前に山形県連盟ｈｐ又は、JDSF東北ブロックサイトに掲載予定

                        ※なお、事前に申込先平井まで連絡(5/20迄)があれば時間外の受付可能。但し、出場競技開始予定時刻の2時間前まで来場すること。

◎　会　 　場　　南陽市民体育館（南陽市三間通1096、℡0238-49-2600)　　ＪＲ赤湯駅から車で10分or山形市から車で国道13号線を南に約１時間

◎　主　　 催　　 山形県ダンススポーツ連盟　　　◎共　催　南陽市体育協会　　　◎後　援　（社）日本ダンススポーツ連盟　

◎　審 判 員　　（社）日本ダンススポーツ連盟公認審判員

◎　出 場 料　　区分1～23,31,32は各4,000円、区分24～29は各1,000円、区分30は5,000円　※振込み後の返金はいたしません。

　　　　　 　　 　　　・出場者名簿、競技結果成績がＪＤＳＦホームページ、マスコミ等に掲載されることを了解の上で、出場申込みをしてください。

　　　　　 　　 　　　・この競技会の音楽はJDSFオリジナルCD　“DanceSport”シリーズを使用しています。

◎　申込方法　　 個人又はサークル単位等で取りまとめて郵送（PDF等でのPCメールでの申込み可、FAXは不可）。

　　（注）必ずDSCJ標準申込書(Ａ４)を使用し、会員登録証の写しと郵便振替払込票の写しを忘れずに貼り付けること。

　　　　　なおカップル登録していない場合及び年齢別の区分に出場する場合はパートナーの会員登録書の写しを忘れずに貼り付けること。

◎　申 込 先　　〒998-0824 酒田市大宮町2-8-7ｻﾝﾃﾞｭｴﾙ酒田大宮町1003：平井剛秋 Tel/Fax：0234-26-2474、E-mail：kyougi@jdsf-yamagata.com

◎　振 込 先　　郵便振替　口座番号０２２４０－７－９５６３６  加入者名　「山形ＪＤＳＦ競技部」 

◎　締め切り 　　平成２３年５月３日（火）必着

有 IDSF規定 自　　由 　ＤＳＣＪ登録選手オープン

◎　注意事項　 　・新品ヒールカバー装着厳守（劣化品装着は出場不可）。　・アリーナ内は土足、飲食厳禁。　・更衣室内の占有厳禁。

　　　　　　　　　　　・一般入場の方は上履きを持参ください。　・館内のごみ箱は使用不可です。ごみは各自持ち帰りください。

　             　　　　・大会中に発生した事故の応急処置は行いますが、その後の処置は自己責任で願います。

　　　　　 　　　 　　・大会に関するメディア等の報道に選手の名前、写真及び映像を使用する権利は全て大会主催者に帰属します。

◎　特記事項　中止となった４月１７日の同大会（公認110420）に既エントリー選手の本大会への振替が可能です。希望者は上記平井まで連絡のこと

◎　競技内容　※重複エントリーは何区分でも可。平服以下＝平服でも準平服でも可（競技規則による）。
　　　　　　　　　　　各自、タイムテーブルを確認し服装規定は遵守してください（着替えの時間を設けず、連続で競技を行う種目があります）。
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