
　　　　　《　併催　ねんりんピック秋田2017　代表選考会　》
開催日時 平成２９年２月２６日（日）１０：００～１８：００

会　　場 北名古屋市健康ドーム　　　　北名古屋市九之坪笹塚１番地　TEL　0568-23-7006　（予定）

　　　　　最寄駅・・名古屋鉄道　西春駅 （駅より健康ドームまで８００メートル）　　空調設備あり

　　駐車場台数に制限があり、公共交通機関のご利用お願いします

主　　催 愛知県ダンススポーツ連盟　・春日井市ダンススポーツ連盟

後　　援 愛知県・北名古屋市・北名古屋市教育委員会・（公財）愛知県体育協会・中日新聞社　　　（予定）

(公社)日本ダンススポーツ連盟　　JDSF中部ブロック

入 場 料 無 料

ｴﾝﾄﾘｰ手続料 競技区分１～１２……１競技区分５，０００円/ｶｯﾌﾟﾙ（ゼッケン代含む）

競技区分１３～２２……１競技区分１,０００円/ｶｯﾌﾟﾙ（ゼッケン代含む）

 ◆重複出場可。  ◆申込後のｴﾝﾄﾘｰ手続料の返却は不可

審 判 員 JDSF公認審判員

申込締切 平成２９年２月２日（木）必着　　※当日受付はいたしません。

申込方法 出場申込書（DSCJ標準様式）に必要事項を記入し、（但し２０１７年会員証が間に合わなければ、２０１６年会員証で可）

        ｴﾝﾄﾘｰ手続料の郵便振替受領証の写しを添えて送付して下さい。

　※受付確認の必要な方は、返信用封筒(切手貼付､住所氏名を記載のこと)を同封して下さい。葉書は折らないで下さい

申 込 先 〒466-0064　名古屋市昭和区鶴舞３－６－５　（盛文堂内）

　愛知県ダンススポーツ連盟事務局　毎原　保信 （TEL 052-731-6881・FAX 052-733-1946）

振 込 先 郵便振替：口座番号 ００８３０-８-６５３２５  口座名 愛知県ダンススポーツ連盟

　※通信欄に「競技大会名｣、｢競技区分｣「団体名」及び団体一括の場合「出場組数」を必ずご記入下さい。

選手受付時間 　　　ラテン 　 ９:１５～　９:４５ スタンダード　　　 １１:００～１１:３０

　　　ねんりんピック　　　 １０:３０～１１:００

競技内容 ※ 競技区分１、２ は中部ブロック及び愛知県ランキング対象戦です。

競技区分 略 称 昇降級 競　技　名 種　　目 フィガー 服 装 出 場 資 格 備考

　１ ＪＡＳ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ Ｗ･Ｔ･(V)・Ｆ･Ｑ  ＤＳＣＪ登録選手  V は準決勝より

　２ ＪＡＬ  ラテン Ｓ･Ｃ･Ｒ・Ｐ･(Ｊ)  　　　オープン  J は準決勝より

　３ ＪBＳ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ Ｗ･Ｔ･Ｆ・(Q)  ＤＳＣＪ 登録選手  Q は準決勝より

　４ ＪBＬ  ラテン  Ｓ･Ｃ･Ｒ・(P) B級以下  P は準決勝より

　５ ＪＣＳ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ Ｗ･(Ｔ)･Ｆ 自 由 正装  ＤＳＣＪ 登録選手  T は準決勝より

　６ ＪＣＬ  ラテン  Ｓ･(Ｃ)･Ｒ C級以下  C は準決勝より

　７ ＪＤＳ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ Ｗ･Ｔ  ＤＳＣＪ 登録選手
　８ ＪＤＬ  ラテン C・R D級以下

　９ MBS ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ Ｗ･Ｔ･Ｆ  ＤＳＣＪ 登録選手（年齢４５歳以上と４０歳以上）

　１０ MBL  ラテン  Ｓ･Ｃ･Ｒ 　　　　　　　シニアⅡ　B 級以下

　１１ GBS ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ T･F  ＤＳＣＪ 登録選手（年齢５５歳以上と５０歳以上）

　１２ GBL  ラテン C・R 　　　　　　　シニアⅢ　B 級以下

　１３ XJS ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ W・Q ｼﾞｭﾆｱⅡ 　男女とも中学生以下(小学生以下も出場可）

　１４ XJL  ラテン S・C 服装規定 　　　　　　　　女性同士も可

　１５ FAW W カップル共愛知県在住者

　１６ FAT T 　　男女共満年齢60歳以上

　１７ FAC C （但し名古屋市内除く県内クローズ）

　１８ FAR R 　　　　　会員以外も出場可

　１９ FNW W カップル共名古屋市在住者

　２０ FNT T 　　男女共満年齢60歳以上

　２１ FNC C 　　　　　　　（市内クローズ）

　２２ FNR R  　　　　　会員以外も出場可

★注意事項 　　　　　　　　◎各競技区分に於いて、申込組数によっては中止の場合もあります

①重複出場も可

②大会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、自己管理の徹底をお願いします。

③大会に関する報道や映像メディア販売等に於いて選手の名前、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。

　　　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

④出場者名簿一覧表及び競技成績結果等がJDSFホームページ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。

⑤新品のヒールカバーを装着のこと。

⑥タイムテーブルと出場選手名簿は、１週間前に中部ブロックホームページに掲載いたします。

⑦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。

⑧お忘れ物は１週間お預かりしますが、問い合わせがなければ処分いたします。
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2017愛知県ダンススポーツ選手権大会（全国オープン競技会）
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有
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「ねんりんピック秋田２０１７」ダンススポーツ愛知県・名古屋市代表選考会出場申込書

 主　　催 厚生労働省・秋田県・(財)長寿社会開発センター

開催期間 平成２９年９月９日（土）～９月１２日（火）

　※ 総合開会式：９月９日(土)　ダンススポーツ大会：９月１０日(日)

　・・・・・・・・・・・・・・ ・・・ ｷ   ﾘ   ﾄ   ﾘ  ｾ   ﾝ ・・・ ・・・・・・・・・・・・

 愛知県  15　ワルツ  16 タンゴ  17 チャチャ  18 ルンバ

 名古屋市  19　ワルツ  20 タンゴ  21 チャチャ  22 ルンバ

〒

 リーダー
　　（　　　　－　　　　－　　　　　）
〒

 パートナー
　　（　　　　－　　　　－　　　　　）

※昨年選考された選手でも出場できます。

住    　　 所
氏　　　名 （電話番号）

　　 ・　　 ・

(　　　　　歳)

　　 ・　　 ・

(　　　　　歳)

生年月日

（年 齢）

区 分・種 目（該当に○をつけて下さい。）

ﾌﾘｶﾞﾅ




