
　　　　（和歌山県知事杯争奪）　　　　　　　　　　　（ＤＳＣＪ公認 　　　　　　 号 ）　　　　（和歌山県知事杯争奪）　　　　　　　　　　　（ＤＳＣＪ公認 　　　　　　 号 ）　　　　（和歌山県知事杯争奪）　　　　　　　　　　　（ＤＳＣＪ公認 　　　　　　 号 ）　　　　（和歌山県知事杯争奪）　　　　　　　　　　　（ＤＳＣＪ公認 　　　　　　 号 ）

　開催日時　 　開催日時　 　開催日時　 　開催日時　 平成２６年１０月１９日平成２６年１０月１９日平成２６年１０月１９日平成２６年１０月１９日（日）　　９：００～１８：００（日）　　９：００～１８：００（日）　　９：００～１８：００（日）　　９：００～１８：００

　会　　場　 片男波公園　健康館　（空調設備：無）　会　　場　 片男波公園　健康館　（空調設備：無）　会　　場　 片男波公園　健康館　（空調設備：無）　会　　場　 片男波公園　健康館　（空調設備：無）

　　　　　　　　　　　　　和歌山市和歌浦南３丁目　ＴＥＬ０７３－４４６－５５５３　　　　　　　　　　　　　和歌山市和歌浦南３丁目　ＴＥＬ０７３－４４６－５５５３　　　　　　　　　　　　　和歌山市和歌浦南３丁目　ＴＥＬ０７３－４４６－５５５３　　　　　　　　　　　　　和歌山市和歌浦南３丁目　ＴＥＬ０７３－４４６－５５５３

　　　　　　　　　　　　　※ＪＲ阪和線　きのくに線　和歌山駅下車　新和歌浦行きバス３０分（不老橋下車徒歩１０分）　※ＪＲ阪和線　きのくに線　和歌山駅下車　新和歌浦行きバス３０分（不老橋下車徒歩１０分）　※ＪＲ阪和線　きのくに線　和歌山駅下車　新和歌浦行きバス３０分（不老橋下車徒歩１０分）　※ＪＲ阪和線　きのくに線　和歌山駅下車　新和歌浦行きバス３０分（不老橋下車徒歩１０分）

　　　　　　　　　　　　　　　　※南海電鉄　　南海線　　和歌山市駅下車　新和歌浦行きバス２５分（不老橋下車徒歩１０分）※南海電鉄　　南海線　　和歌山市駅下車　新和歌浦行きバス２５分（不老橋下車徒歩１０分）※南海電鉄　　南海線　　和歌山市駅下車　新和歌浦行きバス２５分（不老橋下車徒歩１０分）※南海電鉄　　南海線　　和歌山市駅下車　新和歌浦行きバス２５分（不老橋下車徒歩１０分）

                                                                　　　　　　　　　　　　　 　（駅前からタクシーがあります。）駐車場あります。（有料）　　　　　　　　　　　　　 　（駅前からタクシーがあります。）駐車場あります。（有料）　　　　　　　　　　　　　 　（駅前からタクシーがあります。）駐車場あります。（有料）　　　　　　　　　　　　　 　（駅前からタクシーがあります。）駐車場あります。（有料）

　主　　催  和歌山県ダンススポーツ連盟　主　　催  和歌山県ダンススポーツ連盟　主　　催  和歌山県ダンススポーツ連盟　主　　催  和歌山県ダンススポーツ連盟

　後　　援  和歌山県　和歌山県教育委員会　公益社団法人和歌山県体育協会　後　　援  和歌山県　和歌山県教育委員会　公益社団法人和歌山県体育協会　後　　援  和歌山県　和歌山県教育委員会　公益社団法人和歌山県体育協会　後　　援  和歌山県　和歌山県教育委員会　公益社団法人和歌山県体育協会

 　　　　　 毎日新聞・和歌山支局　公益社団法人日本ダンススポーツ連盟 　　　　　 毎日新聞・和歌山支局　公益社団法人日本ダンススポーツ連盟 　　　　　 毎日新聞・和歌山支局　公益社団法人日本ダンススポーツ連盟 　　　　　 毎日新聞・和歌山支局　公益社団法人日本ダンススポーツ連盟

　選手受付  ラテン　ＡＭ９：００～９：３０　　スタンダード　ＡＭ ９：３０～１１：００　選手受付  ラテン　ＡＭ９：００～９：３０　　スタンダード　ＡＭ ９：３０～１１：００　選手受付  ラテン　ＡＭ９：００～９：３０　　スタンダード　ＡＭ ９：３０～１１：００　選手受付  ラテン　ＡＭ９：００～９：３０　　スタンダード　ＡＭ ９：３０～１１：００

　申 込 料　区分　１～１２及び１７：１組　５，０００円、区分　1３～１６：１組　３，０００円　申 込 料　区分　１～１２及び１７：１組　５，０００円、区分　1３～１６：１組　３，０００円　申 込 料　区分　１～１２及び１７：１組　５，０００円、区分　1３～１６：１組　３，０００円　申 込 料　区分　１～１２及び１７：１組　５，０００円、区分　1３～１６：１組　３，０００円

　 　　 　　区分　１８～２０：１組　３，０００円（ただし、１８歳未満出場者１組　２，０００円）　 　　 　　区分　１８～２０：１組　３，０００円（ただし、１８歳未満出場者１組　２，０００円）　 　　 　　区分　１８～２０：１組　３，０００円（ただし、１８歳未満出場者１組　２，０００円）　 　　 　　区分　１８～２０：１組　３，０００円（ただし、１８歳未満出場者１組　２，０００円）

　入 場 料   無料　入 場 料   無料　入 場 料   無料　入 場 料   無料

　審 判 員   ＤＳＣＪ公認審判員（７名）　審 判 員   ＤＳＣＪ公認審判員（７名）　審 判 員   ＤＳＣＪ公認審判員（７名）　審 判 員   ＤＳＣＪ公認審判員（７名）

　申込期限   平成２６年９月２２日（月）必着のこと。（当日消印可）　申込期限   平成２６年９月２２日（月）必着のこと。（当日消印可）　申込期限   平成２６年９月２２日（月）必着のこと。（当日消印可）　申込期限   平成２６年９月２２日（月）必着のこと。（当日消印可）

　申込方法 　　申込方法 　　申込方法 　　申込方法 　ＤＳＣＪ標準様式(Ａ４用紙)申込書に選手登録番号のコピーを貼付け、必要事項を記入しＤＳＣＪ標準様式(Ａ４用紙)申込書に選手登録番号のコピーを貼付け、必要事項を記入しＤＳＣＪ標準様式(Ａ４用紙)申込書に選手登録番号のコピーを貼付け、必要事項を記入しＤＳＣＪ標準様式(Ａ４用紙)申込書に選手登録番号のコピーを貼付け、必要事項を記入し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申込料振込のコピーと返信用封筒(８２円切手貼付、返信先明記)を同封してください。申込料振込のコピーと返信用封筒(８２円切手貼付、返信先明記)を同封してください。申込料振込のコピーと返信用封筒(８２円切手貼付、返信先明記)を同封してください。申込料振込のコピーと返信用封筒(８２円切手貼付、返信先明記)を同封してください。

　申 込 先 　〒６４０－０３５２　和歌山県和歌山市井戸９２－１　　岩橋　實亮　申 込 先 　〒６４０－０３５２　和歌山県和歌山市井戸９２－１　　岩橋　實亮　申 込 先 　〒６４０－０３５２　和歌山県和歌山市井戸９２－１　　岩橋　實亮　申 込 先 　〒６４０－０３５２　和歌山県和歌山市井戸９２－１　　岩橋　實亮

　　　　　　ＴＥＬ　073-479-0965　ＦＡＸ　073-479-1710  携帯　090-2049-1249　　　　　　ＴＥＬ　073-479-0965　ＦＡＸ　073-479-1710  携帯　090-2049-1249　　　　　　ＴＥＬ　073-479-0965　ＦＡＸ　073-479-1710  携帯　090-2049-1249　　　　　　ＴＥＬ　073-479-0965　ＦＡＸ　073-479-1710  携帯　090-2049-1249

　支払方法 　　支払方法 　　支払方法 　　支払方法 　ゆうちょ銀行・郵便局 口座番号 00900－7－148182 加入者名 和歌山県ダンススポーツ連盟ゆうちょ銀行・郵便局 口座番号 00900－7－148182 加入者名 和歌山県ダンススポーツ連盟ゆうちょ銀行・郵便局 口座番号 00900－7－148182 加入者名 和歌山県ダンススポーツ連盟ゆうちょ銀行・郵便局 口座番号 00900－7－148182 加入者名 和歌山県ダンススポーツ連盟

　　※ 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。　　※ 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。　　※ 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。　　※ 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。

　　※ 競技中に発生した事故の応急処置は行いますが、その後の責任は負いかねますので、自己管理の徹底をお願いします。　　※ 競技中に発生した事故の応急処置は行いますが、その後の責任は負いかねますので、自己管理の徹底をお願いします。　　※ 競技中に発生した事故の応急処置は行いますが、その後の責任は負いかねますので、自己管理の徹底をお願いします。　　※ 競技中に発生した事故の応急処置は行いますが、その後の責任は負いかねますので、自己管理の徹底をお願いします。

　　※ 出場者名簿一覧表及び成績結果等がＪＤＳＦホームページ等に掲載されることを了解の上で出場申し込みをしてください。　　※ 出場者名簿一覧表及び成績結果等がＪＤＳＦホームページ等に掲載されることを了解の上で出場申し込みをしてください。　　※ 出場者名簿一覧表及び成績結果等がＪＤＳＦホームページ等に掲載されることを了解の上で出場申し込みをしてください。　　※ 出場者名簿一覧表及び成績結果等がＪＤＳＦホームページ等に掲載されることを了解の上で出場申し込みをしてください。

　　※ 区分 複数出場可。上位挑戦可。　服装はＷＤＳＦ服装規程によります。　　※ 区分 複数出場可。上位挑戦可。　服装はＷＤＳＦ服装規程によります。　　※ 区分 複数出場可。上位挑戦可。　服装はＷＤＳＦ服装規程によります。　　※ 区分 複数出場可。上位挑戦可。　服装はＷＤＳＦ服装規程によります。

　　※ 区分１～１７の公認競技はＤＳＣＪ、ＪＤＳＦ競技規程により行われます。　　※ 区分１～１７の公認競技はＤＳＣＪ、ＪＤＳＦ競技規程により行われます。　　※ 区分１～１７の公認競技はＤＳＣＪ、ＪＤＳＦ競技規程により行われます。　　※ 区分１～１７の公認競技はＤＳＣＪ、ＪＤＳＦ競技規程により行われます。

　　※ 会場内及び会場付近にはレストランがありません。昼食は各自でご用意ください。　　※ 会場内及び会場付近にはレストランがありません。昼食は各自でご用意ください。　　※ 会場内及び会場付近にはレストランがありません。昼食は各自でご用意ください。　　※ 会場内及び会場付近にはレストランがありません。昼食は各自でご用意ください。

　　※ 会場内でビデオ撮影希望の方は、競技長まで申し出てください。　　※ 会場内でビデオ撮影希望の方は、競技長まで申し出てください。　　※ 会場内でビデオ撮影希望の方は、競技長まで申し出てください。　　※ 会場内でビデオ撮影希望の方は、競技長まで申し出てください。

　　※ ホームビデオ等で撮影した映像、音楽のコピーの配布及びインターネットの配信・投稿を禁じます。　　※ ホームビデオ等で撮影した映像、音楽のコピーの配布及びインターネットの配信・投稿を禁じます。　　※ ホームビデオ等で撮影した映像、音楽のコピーの配布及びインターネットの配信・投稿を禁じます。　　※ ホームビデオ等で撮影した映像、音楽のコピーの配布及びインターネットの配信・投稿を禁じます。

競技内容競技内容競技内容競技内容
区分区分区分区分  略称 略称 略称 略称 昇級昇級昇級昇級 競技名称競技名称競技名称競技名称 種　   目種　   目種　   目種　   目 フィガーフィガーフィガーフィガー 服　　装服　　装服　　装服　　装 出場資格出場資格出場資格出場資格

1111 ＭＡＳＭＡＳＭＡＳＭＡＳ ＳＳＳＳ Ｗ．Ｔ．Ｆ準決よりＱＷ．Ｔ．Ｆ準決よりＱＷ．Ｔ．Ｆ準決よりＱＷ．Ｔ．Ｆ準決よりＱ シニアⅡA級以下登録選手シニアⅡA級以下登録選手シニアⅡA級以下登録選手シニアⅡA級以下登録選手

2222 ＭＡＬＭＡＬＭＡＬＭＡＬ ＬＬＬＬ Ｓ．Ｃ．Ｒ準決よりＰＳ．Ｃ．Ｒ準決よりＰＳ．Ｃ．Ｒ準決よりＰＳ．Ｃ．Ｒ準決よりＰ ４５歳以上と４０歳以上４５歳以上と４０歳以上４５歳以上と４０歳以上４５歳以上と４０歳以上

3333 ＧＡＳＧＡＳＧＡＳＧＡＳ ＳＳＳＳ Ｗ．ＦＷ．ＦＷ．ＦＷ．Ｆ シニアⅢA級以下登録選手シニアⅢA級以下登録選手シニアⅢA級以下登録選手シニアⅢA級以下登録選手

4444 ＧＡＬＧＡＬＧＡＬＧＡＬ ＬＬＬＬ Ｓ．ＲＳ．ＲＳ．ＲＳ．Ｒ ５５歳以上と６０歳以上５５歳以上と６０歳以上５５歳以上と６０歳以上５５歳以上と６０歳以上

5555 ＪＢＳＪＢＳＪＢＳＪＢＳ ＳＳＳＳ Ｗ．Ｔ．Ｆ準決よりＱＷ．Ｔ．Ｆ準決よりＱＷ．Ｔ．Ｆ準決よりＱＷ．Ｔ．Ｆ準決よりＱ 　ＤＳＣＪ　　ＤＳＣＪ　　ＤＳＣＪ　　ＤＳＣＪ　

6666 ＪＢＬＪＢＬＪＢＬＪＢＬ ＬＬＬＬ Ｓ．Ｃ．Ｒ準決よりＰＳ．Ｃ．Ｒ準決よりＰＳ．Ｃ．Ｒ準決よりＰＳ．Ｃ．Ｒ準決よりＰ 　　Ｂ級以下の登録選手　　Ｂ級以下の登録選手　　Ｂ級以下の登録選手　　Ｂ級以下の登録選手

7777 ＪＣＳ １ＪＣＳ １ＪＣＳ １ＪＣＳ １ Ｓ－１Ｓ－１Ｓ－１Ｓ－１ Ｔ．Ｆ準決より　ＷＴ．Ｆ準決より　ＷＴ．Ｆ準決より　ＷＴ．Ｆ準決より　Ｗ

8888 ＪＣＳ ２ＪＣＳ ２ＪＣＳ ２ＪＣＳ ２ Ｓ－２Ｓ－２Ｓ－２Ｓ－２ Ｗ．Ｑ準決より　ＴＷ．Ｑ準決より　ＴＷ．Ｑ準決より　ＴＷ．Ｑ準決より　Ｔ 　ＤＳＣＪ　ＤＳＣＪ　ＤＳＣＪ　ＤＳＣＪ

9999 ＪＣＬＪＣＬＪＣＬＪＣＬ ＬＬＬＬ Ｃ．Ｒ準決より　ＳＣ．Ｒ準決より　ＳＣ．Ｒ準決より　ＳＣ．Ｒ準決より　Ｓ 　　Ｃ級以下の登録選手　　Ｃ級以下の登録選手　　Ｃ級以下の登録選手　　Ｃ級以下の登録選手

10101010 ＪＤＳ １ＪＤＳ １ＪＤＳ １ＪＤＳ １ Ｓ－１Ｓ－１Ｓ－１Ｓ－１ Ｗ．ＴＷ．ＴＷ．ＴＷ．Ｔ

11111111 ＪＤＳ ２ＪＤＳ ２ＪＤＳ ２ＪＤＳ ２ Ｓ－２Ｓ－２Ｓ－２Ｓ－２ Ｆ．ＱＦ．ＱＦ．ＱＦ．Ｑ 　ＤＳＣＪ　ＤＳＣＪ　ＤＳＣＪ　ＤＳＣＪ

12121212 ＪＤＬＪＤＬＪＤＬＪＤＬ ＬＬＬＬ Ｃ．ＲＣ．ＲＣ．ＲＣ．Ｒ 　　Ｄ級以下の登録選手　　Ｄ級以下の登録選手　　Ｄ級以下の登録選手　　Ｄ級以下の登録選手

13131313 ＪＮＳＪＮＳＪＮＳＪＮＳ ＤＳＣＪ Ｎ級戦ＤＳＣＪ Ｎ級戦ＤＳＣＪ Ｎ級戦ＤＳＣＪ Ｎ級戦 ＳＳＳＳ ＷＷＷＷ 　ＤＳＣＪ会員であれば　ＤＳＣＪ会員であれば　ＤＳＣＪ会員であれば　ＤＳＣＪ会員であれば

14141414 ＪＮＳＪＮＳＪＮＳＪＮＳ ＤＳＣＪ Ｎ級戦ＤＳＣＪ Ｎ級戦ＤＳＣＪ Ｎ級戦ＤＳＣＪ Ｎ級戦 ＳＳＳＳ ＴＴＴＴ 　選手未登録出場可　選手未登録出場可　選手未登録出場可　選手未登録出場可

15151515 ＪＮＬＪＮＬＪＮＬＪＮＬ ＤＳＣＪ Ｎ級戦ＤＳＣＪ Ｎ級戦ＤＳＣＪ Ｎ級戦ＤＳＣＪ Ｎ級戦 ＬＬＬＬ ＲＲＲＲ 　ＤＳＣＪ　ＤＳＣＪ　ＤＳＣＪ　ＤＳＣＪ

16161616 ＪＮＬＪＮＬＪＮＬＪＮＬ ＤＳＣＪ Ｎ級戦ＤＳＣＪ Ｎ級戦ＤＳＣＪ Ｎ級戦ＤＳＣＪ Ｎ級戦 ＬＬＬＬ ＣＣＣＣ 　　１級以下の登録選手　　１級以下の登録選手　　１級以下の登録選手　　１級以下の登録選手

ＷＤＳＦ規程ＷＤＳＦ規程ＷＤＳＦ規程ＷＤＳＦ規程 　ＤＳＣＪ　ＤＳＣＪ　ＤＳＣＪ　ＤＳＣＪ
又は平服又は平服又は平服又は平服 　　３級以下の登録選手　　３級以下の登録選手　　３級以下の登録選手　　３級以下の登録選手

18181818 Ｘ６０ＳＸ６０ＳＸ６０ＳＸ６０Ｓ ＳＳＳＳ Ｗ．ＴＷ．ＴＷ．ＴＷ．Ｔ

19191919 Ｘ６０LＸ６０LＸ６０LＸ６０L ＬＬＬＬ Ｃ．ＲＣ．ＲＣ．ＲＣ．Ｒ
女性同士に限る女性同士に限る女性同士に限る女性同士に限る

ＪＤＳＦの会員であることＪＤＳＦの会員であることＪＤＳＦの会員であることＪＤＳＦの会員であること
シニアⅡ　：　年内に４５歳以上と４０歳以上の誕生日を迎える者。シニアⅡ　：　年内に４５歳以上と４０歳以上の誕生日を迎える者。シニアⅡ　：　年内に４５歳以上と４０歳以上の誕生日を迎える者。シニアⅡ　：　年内に４５歳以上と４０歳以上の誕生日を迎える者。

シニアⅢ　：　年内に５５歳以上と５０歳以上の誕生日を迎える者。シニアⅢ　：　年内に５５歳以上と５０歳以上の誕生日を迎える者。シニアⅢ　：　年内に５５歳以上と５０歳以上の誕生日を迎える者。シニアⅢ　：　年内に５５歳以上と５０歳以上の誕生日を迎える者。

シニアⅣ　：　年内に６５歳以上と６０歳以上、又は男女とも６０歳以上、又は合計１２０歳以上シニアⅣ　：　年内に６５歳以上と６０歳以上、又は男女とも６０歳以上、又は合計１２０歳以上シニアⅣ　：　年内に６５歳以上と６０歳以上、又は男女とも６０歳以上、又は合計１２０歳以上シニアⅣ　：　年内に６５歳以上と６０歳以上、又は男女とも６０歳以上、又は合計１２０歳以上

有有有有

シニアⅢＡ級戦シニアⅢＡ級戦シニアⅢＡ級戦シニアⅢＡ級戦

ＤＳＣＪ Ｃ級戦ＤＳＣＪ Ｃ級戦ＤＳＣＪ Ｃ級戦ＤＳＣＪ Ｃ級戦

20202020 ＦＪＬＦＪＬＦＪＬＦＪＬ

ＤＳＣＪ ３級戦ＤＳＣＪ ３級戦ＤＳＣＪ ３級戦ＤＳＣＪ ３級戦

レディース戦レディース戦レディース戦レディース戦

和歌山県知事杯和歌山県知事杯和歌山県知事杯和歌山県知事杯
ＤＳＣＪ　Ｂ級戦ＤＳＣＪ　Ｂ級戦ＤＳＣＪ　Ｂ級戦ＤＳＣＪ　Ｂ級戦

シニアⅣ戦シニアⅣ戦シニアⅣ戦シニアⅣ戦

第３２回 全国ダンススポーツ競技大会和歌山第３２回 全国ダンススポーツ競技大会和歌山第３２回 全国ダンススポーツ競技大会和歌山第３２回 全国ダンススポーツ競技大会和歌山

無無無無

シニアⅡＡ級戦シニアⅡＡ級戦シニアⅡＡ級戦シニアⅡＡ級戦

（申し込み後の申込料は返却いたしません。）（申し込み後の申込料は返却いたしません。）（申し込み後の申込料は返却いたしません。）（申し込み後の申込料は返却いたしません。）

ＷＤＳＦ規程ＷＤＳＦ規程ＷＤＳＦ規程ＷＤＳＦ規程

ＤＳＣＪ Ｄ級戦ＤＳＣＪ Ｄ級戦ＤＳＣＪ Ｄ級戦ＤＳＣＪ Ｄ級戦

17171717 Ｊ３ＳＪ３ＳＪ３ＳＪ３Ｓ ＳＳＳＳ Ｗ．ＴＷ．ＴＷ．ＴＷ．Ｔ

自由自由自由自由

  選手未登録出場可  選手未登録出場可  選手未登録出場可  選手未登録出場可

ＬＬＬＬ Ｃ．ＲＣ．ＲＣ．ＲＣ．Ｒ

自由自由自由自由

Yamasawa Shigeo
タイプライターテキスト
141004




