第28回秋田県ダンススポーツ大会
≪ねんりんピック富山2018・秋田県選手派遣選考競技会≫
【JDSF公認番号
◆
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◆
◆
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◆
◆

◆

開催日時
選手受付
会 場

180413

】

平成３０年４月８日（日） 開場 ８時３０分 競技開始 ９時３０分 終了予定１７時
８時４０分～９時００分
スタンダードのみの場合 １０時４５分～１１時１５分
湯沢雄勝広域市町村圏組合湯沢雄勝広域交流センター 【暖房設備あり】
〒 ０１２-００３７ 秋田県湯沢市沖鶴６９－５ TEL ０１８３-７３-９６９０
主 催
秋田県ダンススポーツ連盟
後 援
《申請予定》 秋田県 ・ 湯沢市 ・ (公財）秋田県体育協会 ・ 湯沢市体育協会
秋田魁新報社 ・ CNA秋田ケーブルテレビ
協 賛
《予定》 秋田酒類製造株式会社
入 場 料
無 料 プログラム 300円
エントリー手続料 区分１～19は各4,000円、区分20～25は各2,000円
※ エントリー手続料の払い戻しは致しません。
審 判 員
ＪＤＳＦ公認審判員 ７名
申込締切
平成３０年３月２０日（火）必着
申込方法
県、サークル単位でも個人でも申込み可。 郵送またはＦａｘ、E-mailで申込みOKです。
※ ＪＤＳＦ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添付すること。
（申し込み用紙が改定されて居ります。 新しい申込用紙を使用してください。）
※ 区分21～25は申請書の申込区分を修正し明確にわかるように記載すること。
※ 必ず、申込み者と連絡の取れる電話番号を記載すること。
申込先
〒014-1114 秋田県仙北市田沢湖神代字古館野488（大会事務局） 携帯番号 080-6004-9859
問合わせ
FAX 0187-44-3030 E-mail tkhk_kwi@ybb.ne.jp
川井武彦 宛
振込先
郵便振替口座 02240-3-37597 口座名義 ＪDSF秋田大会事務局

競技内容
◆
出場組数がＪＤＳＦ規定組数に満たない場合は、参考競技とさせていただきます。
競技名称
種目
フィガー
服装 昇降級
出場資格
区分 略称
ＷＴ(Vw)ＦＱ
1
ＪＡＳ 全日本統一級 Ａ級戦 スタンダード
ＪＤＳＦ登録選手A級以下 注１・注４
ＳＣＲP（J）
2
ＪＡＬ 全日本統一級 Ａ級戦 ラテン
3
ＪＢＳ 全日本統一級 Ｂ級戦 スタンダード
ＷＴＦ（Ｑ）
ＪＤＳＦ登録選手Ｂ級以下 注４
4
ＪＢＬ 全日本統一級 Ｂ級戦 ラテン
ＳＣＲ（Ｐ）
5 ＪＣＳ１ 全日本統一級 Ｃ級戦 スタンダード１
Ｗ（Ｔ）Q
6 ＪＣＳ２ 全日本統一級 Ｃ級戦 スタンダード２
（Ｗ）TF
有
ＪＤＳＦ登録選手Ｃ級以下 注４
7 ＪＣＬ１ 全日本統一級 Ｃ級戦 ラテン1
Ｓ（Ｃ）Ｒ
8 ＪＣＬ２ 全日本統一級 Ｃ級戦 ラテン２
Ｃ（Ｒ）P
9 ＪＤＳ１ 全日本統一級 Ｄ級戦 スタンダード１
ＷＱ
10 ＪＤＳ２ 全日本統一級 Ｄ級戦 スタンダード２
ＴＦ
ＪＤＳＦ登録選手Ｄ級以下
11 ＪＤＬ１ 全日本統一級 Ｄ級戦 ラテン1
ＳＲ
正装
12 ＪＤＬ２ 全日本統一級 Ｄ級戦 ラテン２
ＣＰ
自由
カップル合計年齢８５歳以上
13 XBⅡS 年齢別ランキング シニアⅡ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ
ＴＱ
注２・注３・注５・注６
14 XBⅡL 年齢別ランキング シニアⅡ ラテン
ＳＲ
カップル合計年齢105歳以上
15 XBⅢS 年齢別ランキング シニアⅢ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ
ＷＴ
注２・注３・注５・注６
16 XBⅢL 年齢別ランキング シニアⅢ ラテン
ＣＲ
カップル合計年齢125歳以上
17 XBⅣS 年齢別ランキング シニアⅣ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ
WＴ
注２・注３・注５・注６
18 XBⅣL 年齢別ランキング シニアⅣ ラテン
CＲ
無
カップル合計年齢145歳以上 注２・注３・注５・注６
19 XBⅤS 年齢別ランキング シニアⅤ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ
WＴ
20 ＸＮＳ ねんりんピック選考戦 スタンダード
ＷＴ
秋田県在住の選手で昭和34年4月1日以前生まれの男女
で11月4日のねんりんピックに参加できる方 注７
21 ＸＮＬ ねんりんピック選考戦 ラテン
ＣＲ
22 XTOS 高清水杯争奪 スタンダード選手権
ＷＴ
女性同士可
会員外可
23 XTOL 高清水杯争奪 ラテン選手権
ＣＲ
正装又
ＪＤＳＦ会員でなくても出場できます。
24
FTS
高清水杯争奪 しみずの舞スタンダード
ＷＴ
平易な自由又 は平服
は推奨フィガー
片方が競技初心者であること 女性同士可
25
FTL
高清水杯争奪 しみずの舞ラテン
ＣＲ
・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。
注１ 区分１～２はブロックランキング戦です。 優勝者にはオナーダンスをお願い致します。
注２ 区分１３～１９は東北ブロック年齢別ランキング認定対象競技です。リーダー・パートナー両方の年齢の記載及び選手証の添付を願います。
注３ 出場資格の年齢は２０１９年１２月３１日現在の満年齢となります。
注４ 区分１～８の（ ）の種目は最終予選から踊っていただきます。
注５ 区分１３～１９は女性同士のカップル、ＪＤＳＦ未登録選手(会員外も含）出場可です。 但し、未登録選手はランキング戦対象外です。
注６ 東北ブロックランキング、年齢別ランキングポイント付与対象者は、リーダー・パートーナー共に東北ブロック所属の選手登録者に限る。
注７ 区分２０～２１は秋田県選手ねんりんピック出場選考対象競技会となります。 生年月日が昭和３４年４月１日生まれまでの選手が対象です。
【注意事項】
１) 会場内は土足厳禁です。 ビニール袋と上履き、又はダンスシューズをご持参下さい。 会場の後側に広い駐車場があります。
２) 女子選手のヒールカバーは新品を装着しチェックを受けること。
３) アリーナ内では、衣装ケース、カート等は絶対に引きずらず持ち運びしてください。
４) 指定場所以外での飲食を禁止します。 ゴミは各自お持ち帰りください。
５) 大会中に発生した事故の応急処置は行いますが、その後の処置には責任を負いかねます。
６) 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。
７) 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への配布、投稿を禁じます。
８) 出場選手一覧、競技成績結果がＪＤＳＦホームページ、新聞等に記載される事を了解の上、出場申込みをしてください。
９) 主催者が撮影した映像がテレビのニュース等で放映されることもあります。

