
第32回京都市ダンススポーツ競技会
(第 17回京都市民総合体育大会併催)  (JDSF公認NO )

開催同時 5平成 30有17月 22日 (日 ) 9:00ヘン19:00
会 場京都市横大路運動公園体育館    612-8263 京都市伏見区横大路下ノ坪 1

(無料 駐車場有り)           (冷 暖房完備 )電話075-611-9796
主 催 京都府ダンススポーツ連盟
主 管 京都市ダンススポーツ連盟
後 援 公益財団法人京都市体育協会  公益社団法人 日本ダンススポーツ連盟
入場料 無料
エントリー手続料 1区分につき5,000円 /カップル(ノービス戦含む)。  市民総体 無料

※ 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
申込締切 平成 30年07月 02日 (月 )必着
申込方法 JDSF標準申込書と申込料の郵便振替で振込みした写しと返信壺崖逓麹:毯::憂:X82巳聖:■:■壁:量:L返:生ii:理:五i⊃

を同封して事務局まで郵送してください。申し込み後の区分変更は不可。
く返信封筒が同封されていない場合は選手受付表他資料は送付出来ませんのでご注意を、おねがいいたします。〉

西部ブロックAリ ーグ部のHPまたは京都府DSFのHPよリネットエントリーも可能です。
〈ネットエントリーも含め、郵便振替の通信欄に出場競技会名・リーダー名の記載をお願い致します。>

申込先 京都府ダンススポーツ連盟大会事務局
〒601-8433京都市南区西九条東柳ノ内町58-8わがみ小路2階
FAX 075-320-2841 lnail:kdsf@washi.ne.jp

振込み先 郵便振替 00980-1-233859 加入者名:京都府ダンススポーツ連盟

※ 区分 1～ 4・ 7～9の ()内 の種目は最終予選より追加種日です。
※ シエアⅡA・ B級は(区分 1・ 2・ 5)は年内に45歳以上と40歳以上の誕生日を迎える方。
※ シエアⅣB級スタンダード(区分6)は年内に65歳以上と60歳以上の誕生日を迎える方。
※ この競技会の音楽は JDSFオリジナルCD“ Dance Sport''シ リーズ を使用しています。
※ 競技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。
※ ホームビデオなどで撮影した映像、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。

競技会に関する放送、TV放映、新聞、雑誌、インターネット等の報道に選手の名前、写真、
及び映像を使用する権利は主催者に帰属します。又、競技会出場選手一覧及び成績結果
などJDSFホームページに掲載されることを了解の上、エントリー手続きをしてください。

※ ノービス戦 (区分 13・ 14)は未登録の方も出場できますが、昇級した場合は必ずJDSF選手登録をしてください
※ ヒールル ―ヾチェックをいたします。新しいヒールル ―ヾ着用を厳守してください。(キャップ式不可)

区 分 略 称 昇降級 競  技 名 フィガ ー 服 装 出 場 資 格

MAS シエアⅡA級 スタンダード WT(V)FQ
2 MAL シエアⅡA級 ラテン SCRP(J

シエアⅡA級以下登録選手

3 JBS JDSF B級 |スタンダード・ Vヽ′
「

F(QI

4 JBL JDSF B級  ラテン SCR(P)
JDSF B級以下登録選手

登録選手

5 MBS シエアⅡB級 スタンダード WTF シエアⅡB級以下登録選手

6 RBS シニアⅣB級 スタンダード WT シエアⅣB級以下登録選手

7 JCSl JDSF cfft 
^F>F"*l:t

TF
（
Ｘ
） JCS2 JDSF C級:スタンダード2 W(T)Q
9 JCL JDSF C級  ラテン SC(R)

JDSF C級以下

登録選手

10 JDSl JDSF D級 スタンダード1 WF

11 JDS2 JDSF D級 スタンダード2 TQ
12 JDL JDSF D級  ラテン CR

正装

JDSF D級以下

登録選手

13 JNS ノービス戦 スタンダード WT

14 JNL

有

ノービス戦 ラテン C R

正装 未登録選手及び

1級以下登録選手
15 FKヽV 市民総体 ワルツの部 W

16 FKT 市民総体 タンゴの部 T

17 FKC 市民総体 チャチャチャの部 C

18 FKR
毎

市民総体 ルンバの部 R

自由

自由

女性同士、会員以外、市内在住

在勤、在学、在サークル出場可

両方ともD級以上のへ
°
アは出場不可

総体優勝へ
°
アは6ケ月間出場不可

種  目

user1
テキストボックス

user1
テキストボックス
180726



ダンス競技会に出場してみませんか

本″|″なを1交ノンタ彦安i癸だ ζ務幹町 ′″1場できま九

・・・正式なダンス競技会に併催される「競技入門者向けの競技会」です

1.競技会名称 :第 17回京都市民総合体育大会ダンス競技会
2.競技会主催 :京都府ダンススポーツ連盟  後援 :京都市体育協会 公益社団法人日本ダンススポーツ連盟
3.開催場所 :京都市横大路運動公園体育館  〒612‐ 8263京都市伏見区横大路下ノ坪 1(無料駐車場あり)

4.開催 日時  :平成 30年 7月 22日 (日 )午前 9時頃から午後 2時頃まで(予定)

5.参 加 料 :無 料

6.申込期限 :平成 30年 7月 2日 (月 )

7.種   目 :ワルツ・タンゴ・チャチャチャ 。ルンバの4種 目。
1種 目でも良いし、 4種 目出ても構いません。

8.出場条件等 :カ ップルのどちらかが京都市に在住・在学・勤務 。またはサークル在籍

京都府 DSF主催競技会で優勝経験のあるペアは半年間ご遠慮ください
ペアのどちらかが D級以上の競技選手でも構いません。女性同士でも可能です。
普段競技に出ている方がサークルの他のメンバーと気軽に出場頂けます、

服装は自由なので燕尾服や ドレスを着て出場することもできます。

新しいヒールカバー(キ ャップ式不可)を着用 したダンスシューズは必須です。
9.京都市以外の方 :京都市内サークルに登録すれば出場できます。

(年会費 2000円 がかかりますがそれ以外の義務はありません)

10.中 込方法 :返信用封筒(長形 3号に82円切手貼付し返信先明記)を 同封 して事務局までご郵送ください。
京都府ダンススポーツ連盟事務局

〒601‐8433 京都市南区西九条東柳ノ内町 58-8 わがみ小路内
E‐mail:kdsf@washi.ne.jp    FAX:075‐ 320‐ 2841

11.ネ ットエン トリー :http:ノなyoto.jdsf.o珂 p/ からも申込可能です。

2018年 7月 22日 開催 市民総体競技会 申込書

申込日付 年 月 日

リーダー パー トナー

フリガナ

氏名 (本名)

年齢 (競技会時点) 歳 歳

出場種 目 ワルツ タンゴ チヤチヤチャ ル ンバ

0をつける→

連絡先住所
一Ｔ

電話番号

E―Mail

出場資格 ( :J― ダー パー トナー )の (住所 ・ 学校 ・ 職場 ・ 所属サークル )が

京都市内にありますどれかにO→

上記出場資格に該当しない場合

( リーダー

下記サークルに当日ご入会下さい (年会費 2000円 )

パー トナー )が 推奨クラブに入会します




