
 ・開催日時     平成２４年３月４日（日）　 開場８：１５　 競技開始９：１５ 

・選手受付　　　８：２０～　８：５０（全ての区分の受付可)　　　　１１：００～１１：３０（スタンダードのみの出場者）　　　　

・会　　　場      なはんプラザ（JR花巻駅前） 花巻市大通り一丁目２－２１　TEL　０１９８－２２－４４１2

・交　　　通　　　東北自動車道　花巻南IC.より車で１０分、JR花巻駅前徒歩１分

・主　　　催　    岩手県ダンススポーツ連盟　（JDSF岩手）　　　　　
・後　　援 (申請中）　　　岩手県、岩手県教育委員会、（財）岩手県体育協会、 花巻市、花巻市教育委員会、(財)花巻体育協会

　　　        　  　㈱岩手日報社  ㈱岩手日日新聞社　  ＩＢＣ岩手放送　　花巻ケーブルテレビ   ＮＨＫ盛岡放送局

・審　判　員　　   ＪＤＳＦ公認審判員
　 ・競技内容
区分  略称  種　目 ﾌｨｶﾞｰ 昇降級 服　装 出　場　資　格

1 XOS
Ｗ・Ｔ・F・Ｑ

（準決勝よりVw）
オープン(DSCJ選手登録選手）、準決勝はQのみ２H

2 XOL
Ｓ・Ｃ・R・Ｐ

（準決勝よりJ）
オープン(DSCJ選手登録選手）、準決勝はSのみ２H

3 JBS
Ｗ・Ｔ・Ｆ

（準決勝よりＱ）
B級以下 (DSCJ登録選手）、準決勝はQのみ２H

4 JBL
S・C・R

（準決勝よりP）
B級以下 (DSCJ登録選手）、準決勝はSのみ２H

5 JCS
W・Q

（準決勝よりT）
Ｃ級以下 (DSCJ登録選手）、準決勝はQのみ２H

6 JCS
Ｔ・Ｆ

（準決勝よりW）
Ｃ級以下 (DSCJ登録選手）

7 JCL
S・R

（準決勝よりP）
Ｃ級以下 (DSCJ登録選手）、準決勝はSのみ２H

8 JCL
C・P

（準決勝よりR）
Ｃ級以下 (DSCJ登録選手）

9 ＪDS Ｔ・Ｆ Ｄ級以下 (DSCJ登録選手）

10 ＪDS W・Q Ｄ級以下 (DSCJ登録選手）、準決勝はQのみ２H

11 ＪDＬ C・P Ｄ級以下 (DSCJ登録選手）

12 ＪDＬ S・R Ｄ級以下 (DSCJ登録選手）、準決勝はSのみ２H

13 Ｊ２Ｓ Ｔ・F ２級以下 (DSCJ登録選手）

14 Ｊ２Ｌ C・Ｐ ２級以下 (DSCJ登録選手）

15 Ｊ４Ｓ Ｗ・Ｔ ４級以下 (DSCJ登録選手）

16 Ｊ４Ｌ Ｃ・Ｒ ４級以下 (DSCJ登録選手）

17 Ｊ６Ｓ W
６級以下 (DSCJ登録選手）及び未登録者(JDSF会員でなくても
出場できます。昇級時には登録が必要となります。)

18 Ｊ６Ｌ Ｒ
６級以下 (DSCJ登録選手）及び未登録者(JDSF会員でなくても
出場できます。昇級時には登録が必要となります。)

19 XMS Ｗ・Ｔ 男女合計年齢が９０才以上のDSCJ登録選手、女性同士可

20 XML Ｃ・Ｒ 男女合計年齢が９０才以上のDSCJ登録選手、女性同士可

21 XGS Ｗ・Ｔ 男女合計年齢が１１０才以上のDSCJ登録選手、女性同士可

22 XGL Ｃ・Ｒ 男女合計年齢が１１０才以上のDSCJ登録選手、女性同士可

23 ＸＲS Ｗ・Ｔ 男女合計年齢が１３０才以上のDSCJ登録選手、女性同士可

24 ＸＲL Ｃ・Ｒ 男女合計年齢が１３０才以上のDSCJ登録選手、女性同士可

25 FHCW W
男女合計年齢１４０才以上のDSCJ登録選手及び未登録選手
（JDSF会員でなくても出場できます。）、女性同士可

26 FHCT T
男女合計年齢１４０才以上のDSCJ登録選手及び未登録選手
（JDSF会員でなくても出場できます。）、女性同士可

27 FＪＶＬ Ｓ・Ｃ
小学生以下、未登録選手可
（ＪＤＳＦ会員でなくても出場できます。女子同士可）

28 ＦＪＳ W・Vw・Q
中学生以下、未登録選手可
（ＪＤＳＦ会員でなくても出場できます。女子同士可）

29 FJL Ｓ・C・Ｊ
中学生以下、未登録選手可
（ＪＤＳＦ会員でなくても出場できます。女子同士可）

 １． 競 技 出 場 料 １競技区分４,０００円（重複出場可）　但し区分１７～１８、２５～２６は２,０００円、　区分２７～２９は無料。

２． 申 込 み 方 法 所定の用紙（ＤＳＣＪ様式）に必要事項を記入し、下記口座番号へ振込み、振込証又はコピーを添付の上事務局へ

お申し込み下さい。「区分２１～２９は追記して頂くか、空欄や区分番号を修正してご記入下さい」（出場料の払い戻しはいたしません）

・詳細についてはサイトをご覧下さい。　サイトＵＲＬ　http://www.jdsf.or.jp/iwate/

３． 振   　込   　先 名義　　JDSF岩手　　郵便振替口座　　０２２４０－５－３７１７３

４． 申   　込   　先 〒020-0025　　　岩手県盛岡市大沢川原１丁目１－２４－１０３　　　　

　　    　　　　大会事務局　伊藤　富男　TEL　019-637-5588　　FAX　019-604-2256　

５． 申 込 み 締 切 平成２４年２月９日（木）　必着のこと

本大会に有料３セクション以上申し込んだ方の中から抽選で素敵なプレゼントを進呈します。

（安比グランドアネックス無料招待宿泊券、etc…）

★ ３セクション以上のエントリーは１セクション増えるごとに抽選券が１枚ずつ増えます。

（例えば、５セクションエントリーの時は３枚の抽選券になります。）

10．出場資格の年令は全ての区分において２０１２年１２月３１日現在の満年令とします。

11．パンフレットに広告掲載や広告の折り込み、出店希望の方は事務局にお申し込みください。（申込み締め切りは２月９日必着）

１）競技会に関する放送・テレビ放映・新聞・雑誌・スポンサー等の報道に選手の名前、写真及び映像を使用する権利は
　　大会主催者及びＪＤＳＦに帰属する。
２）競技中に発生した事故の応急処置は行いますが、その後は責任を負いかねますので、自己責任で対処願います。　　　　　　

　　　　　 ３）出場選手一覧及び成績結果をＪＤＳＦホームページ､新聞等に掲載することを了解の上で、出場申し込みをして下さい。
　　　　　　　　　４）ゴミは各自お持ち帰りください。

自由

注意事項

６．特別競技に
    ついて

競技区分１～２、１９～２４は、ブロックランキング・年齢別ランキング認定対象競技会です。
競技区分１～２、１９～２２は、都道府県対抗戦岩手県代表選手選考の対象競技会の１つです。
競技区分２１～２２は２０１２年度ねんりんピック岩手県代表選手選考の対象競技会です。

花巻温泉宿泊プラン３月４日（日）の一泊朝食付・税込み料金。1室3名利用：1人5,000円、1室2名利用：1人7,000円。
問合せ、申込み先　FAX　０１９８－２２－３５０６　担当　JDSF岩手　高橋由美子
宿泊申込期限　平成２４年２月１７日（金）

８．温泉付き
    宿泊パック

７．重複エントリー

９．大会の曲について「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１９回岩手県ダンススポーツ大会in花巻
（東北ブロックランキング・年齢別ランキング認定対象競技会）

   競　技　名　称

ＤＳＣＪ公認　１２０３２１　号

オープン ラテン

全国統一　ＤＳＣＪ　D級 ラテン ・Ⅰ

自由

WDSF服装
規程による

WDSF服装
規程による
かあるいは
平服でも可

全国統一　ＤＳＣＪ　B級 ラテン

ジュブナイル ラテン

ロイヤルシニア スタンダード

オープン スタンダード
無

全国統一　ＤＳＣＪ　B級 ｽﾀﾝﾀﾞｰド

ジュニア スタンダード

自由

全国統一　ＤＳＣＪ　６級 ｽﾀﾝﾀﾞｰド

全国統一　ＤＳＣＪ　D級 ｽﾀﾝﾀﾞｰド ・Ⅱ

全国統一　ＤＳＣＪ　D級 ラテン ・Ⅱ

ジュニア ラテン

ミドルシニア スタンダード

全国統一　ＤＳＣＪ　C級 ラテン ・Ⅱ

全国統一　ＤＳＣＪ　D級 ｽﾀﾝﾀﾞｰド ・Ⅰ

平服

全国統一　ＤＳＣＪ　４級 ラテン

ハイパーシニアコンペ W

ハイパーシニアコンペ T

ミドルシニア ラテン

グランドシニア ラテン

グランドシニア スタンダード

ロイヤルシニア ラテン

無

WDSF服装
規程による

全国統一　ＤＳＣＪ　C級 ｽﾀﾝﾀﾞｰド ・Ⅰ

全国統一　ＤＳＣＪ　C級 ｽﾀﾝﾀﾞｰド ・Ⅱ

全国統一　ＤＳＣＪ　C級 ラテン ・Ⅰ

全国統一　ＤＳＣＪ　２級 ｽﾀﾝﾀﾞｰド

全国統一　ＤＳＣＪ　２級 ラテン

有

フィガー
１，２

全国統一　ＤＳＣＪ　４級 ｽﾀﾝﾀﾞｰド

全国統一　ＤＳＣＪ　６級 ラテン

温泉パック
ありますよ～
♨

 


