
2017 年 JPDSA 東京多摩ダンス競技会   
                 (金龍堂杯 シニアⅠA スタンダード)   

JPDSA 公認/DSCJ 公認   公認番号  
開催日時  2017 年 3 月 19 日 (日)  競技時間  10:00～18:00   ★体育館へのお問合せはご遠慮ください。 

開催会場 東京都府中市総合体育館    府中市矢崎町５－５   （空調設備あり） 

         京王線・JR 南武線分倍河原駅から郷土の森総合体育館行バス終点。臨時無料駐車場あり。 

開催公認  DSCJ  ダンススポーツカウンシルジャパン   

審 判 員   DSCJ ・JPDSA   公認審判員 ≪お知らせ≫JPBDAは、名称が２０１６年３月より JPDSAに変わりました。   
 

区分 略称 昇級 競技名 種目 ﾌｨｶﾞｰ 服装 出場資格 

1 JBS 有 DSCJ・B 級ｽﾀﾝﾀ゙ ﾄー゙ W.T.(F). Q 
自由 正装 DSCJ・B級以下登録選手 

2 JBL 有 DSCJ・B 級ﾗﾃﾝ S.(C).R. P 

3 JCS 有 DSCJ・C 級ｽﾀﾝﾀ゙ ﾄー゙ (W).T.F 
自由 正装 DSCJ・C級以下登録選手 

4 JCL 有 DSCJ・C 級ﾗﾃﾝ S.(C).R 

5 JDS 有 DSCJ・D 級ｽﾀﾝﾀ゙ ﾄー゙ T.F 自由 正装 DSCJ・D級以下登録選手 
6 JDL 有 DSCJ・D 級ﾗﾃﾝ S.R 

7 JNS 有 DSCJ・N級ｽﾀﾝﾀ゙ ﾄー゙ W.T 
自由 正装 

 
DSCJ・1級以下登録選手 

・無登録選手 8 JNL 有 DSCJ・N級ﾗﾃﾝ C.R 

9 SAS 有 ｼﾆｱⅠ・A 級ｽﾀﾝﾀ゙ ﾄー゙ W.T(準決 VW).F.Q 
自由 正装 ｼﾆｱⅠ･A 級以下登録選手 

10 SAL 有 ｼﾆｱⅠ・A 級ﾗﾃﾝ゙ S.C.R.P(準決 J) 

11 SBS 有 ｼﾆｱⅠ・B 級ｽﾀﾝﾀ゙ ﾄー゙ W.T.F.Q 
自由 正装 ｼﾆｱⅠ･B 級以下登録選手 

12 SBL 有 ｼﾆｱⅠ・B 級ﾗﾃﾝ  ゙ S.C.R.P 

13 MAS 有 ｼﾆｱⅡ・A 級ｽﾀﾝﾀ゙ ﾄー゙ W.T.F 
自由 正装 ｼﾆｱⅡ･A級以下登録選手 

14 MAL 有 ｼﾆｱⅡ・A 級ﾗﾃﾝ゙ S.C.R 

15 MBS 有 ｼﾆｱⅡ・B 級ｽﾀﾝﾀ゙ ﾄー゙ W.T.F 
自由 正装 ｼﾆｱⅡ･B 級以下登録選手 

16 MBL 有 ｼﾆｱⅡ・B 級ﾗﾃﾝ  ゙ S.C.R 

17 GAS 有 ｼﾆｱⅢ・A 級ｽﾀﾝﾀ゙ ﾄー゙ T.F 自由 正装 ｼﾆｱⅢ･A 級以下登録選手 

18 GBS 有 ｼﾆｱⅢ・B 級ｽﾀﾝﾀ゙ ﾄー゙ T.F 自由 正装 ｼﾆｱⅢ･B級以下登録選手 

19 RAS 有 ｼﾆｱⅣ・A 級ｽﾀﾝﾀ゙ ﾄー゙ T.F 自由 正装 ｼﾆｱⅣ･A 級以下登録選手 

20 RBS 有 ｼﾆｱⅣ・B 級ｽﾀﾝﾀ゙ ﾄー゙ T.F 自由 正装 ｼﾆｱⅣ･B級以下登録選手 

21・22 XBS 無 府中杯ベーシック戦 

(女性同士可) 

21W・22T (単科) 
ベーシック 自由 

１級以下､登録未登録選手

ｶｯﾌﾟﾙ。D 級以上選手は、

未登録､１級以下と可。 23･24 

 

XBL 無 23R・24C (単科) 

採点管理   JDSF 採点管理システム     ※ 入場料 無料 

主催主管  JPDSA 日本プロフェッショナルダンススポーツ協会  東部総局 多摩支部 
                 府中市ダンススポーツ連盟 会長 高橋欣佑 
※エントリー手続料  1 区分   [１-6]\5,000 ､[7-8]\6,000 、[9-20]\5,000、 [21-24] \1,000   ※重複出場可  
※ 競技会の楽曲は（株）石場ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝの音源を使用しております。 
※ 区分[1～4]で (  )の種目は準決からになります。 

※ 会場の使用についは、使用会場の諸注意事項の厳守をお願いします。 

※ ホームビデオ、スマホ等で撮影した映像、音楽のコピーを、インターネットへの配信、投稿を禁じます。 

※大会に関する肖像権又は権利は主催者側が有するものと致します。競技会出場選手一覧及び成績結果等を JPDSA、 

   JDSF のホームページに記載致します。この事を了解の上お申込み下さい。 

※大会中に発生した事故の応急処置は行いますが、その後は責任を負いかねますので自己責任で治療をお願いします。 

※上履きをご持参下さい。女性ヒールカバー革製の新品カバーを着けてください。「ヒールカバーチェック」あります。  

【競技会申し込み方法】   

DSCJ 標準様式申込書に､払い込み受領書のコピーを貼り付け（振込欄に氏名と登録番号を記入）、返信封筒（82 円切手を

貼付､返信先を明記）を同封し、各都道府県連盟 又は協賛教室等所属を経由して下記の大会事務局宛にお申込み下さい。 

【振込先】 郵便振替口座 00110-7- ３２３２４９  加入者名 JPBDA東部総局 多摩支部 
             他行よりお振込みの場合 〇一九(ｾﾞﾛｲﾁｷｭｰ) 当座 ０３２３２４９ 

【申込締切日】  平成 29 年 2 月 26 日(日) 

【交通機関】 京王線・JR 南武線分倍河原駅から郷土の森総合体育館行バス終点。 お車の方臨時無料駐車場あり 

大会事務局  〒206－0011  東京都多摩市関戸 2-40-23-7F JPDSA多摩支部マイダンススクール内 

JPDSA東部総局 多摩支部事務局 お問い合わせ TEL 090-5557－6720  FAX（042）375－2062                                    

Otsuka
タイプライターテキスト
170301




