
平成 30 年度 第 回北区民体育大会 第 14 回ダンススポーツ大会 

       （ＪＤＳＦ公認 １８１１１９ 号） 

開催日時  平成３０年１１月１８日(日)１０：００～１９：００（9 時 15 分開場）※駐車場はございません。 

会  場  北区赤羽会館４Ｆ 北区赤羽南 1‐13‐1 ＪＲ赤羽駅より徒歩５分 (空調設備あり) 

主  催  北区・公益財団法人 東京都北区体育協会 

主  管  北区ダンススポーツ連盟 

後  援  東京都ダンススポーツ連盟 

入 場 料  無料 

エントリ―  １区分４５００円（区分１～１２のＳ又はＬの各１区分に出場可）追加１区分２５００円 

手続き料  一般区分とシニア区分は重複可 例①Ｊ１区分４５００円 例②Ｊ１Ｓ＋Ｊ２Ｌ＝７０００円 

審 判 員  ＪＤＳＦ公認審判員７名 

申込締切  平成３０年９月１８日（火）～平成３０年１０月２２日（月）必着のこと。 

※当日受け付けはありません。 

      ※締め切り後の競技区分変更はできません。当日ＪＤＳＦ選手登録証をご持参ください。 

申込方法  ＪＤＳＦ標準様式(Ａ４判)を使用し所属団体経由で申し込み下さい。 

      エントリー手続き料の払い戻しはいたしません。 

振 込 先   
 

事 務 局  174-0061 東京都板橋区大原町３１－５ 北区ダンススポーツ連盟競技部 岡里美恵子 

問合せ先  ０８０－５４９９－９０７９ 蔵方 政治(１９時以降) 

選手受付  ラテン ９：１５～９：３０ スタンダード １１：３０～１２：００ 

＜注意事項＞＊服装は『２０１８年ＪＤＳＦ競技会出場選手服装規程』遵守してください。 

※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。 

※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されることを了解の上で、出場申込みをして下さい。 

※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、自己管理の徹底をお願いします。 

※フロアー保護のために女性は革製の新品ヒールカバーをシューズに装着ください。 

※この競技会の音楽はＪＤＳＦオリジナルＣＤ“DanceSport”を使用します。 

※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。 

※1：３級戦には無登録選手も出場できますが、昇級した場合は選手登録が必要です。又、正装では出場できません。 

登録には､JDSF 会員登録料 500 円､選手登録料 3,500 円､手数料 1,000 円が掛かります。（都県会費を除く） 

競技 

区分 
略称 昇降級 競技名 種目 フィガー 服装 出場資格 

１ ＪＤＳ 有 ＪＤＳＦＤ級戦ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ Ｔ/Ｆ 
自由 正装 ＪＤＳＦＤ級以下登録選手 

２ ＪＤＬ 有 ＪＤＳＦＤ級戦ラテン Ｓ/Ｒ 

３ Ｊ１Ｓ 有 ＪＤＳＦ１級戦ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ Ｔ/Ｆ 
自由 正装 ＪＤＳＦ１級以下登録選手 

４ Ｊ１Ｌ 有 ＪＤＳＦ１級戦ラテン Ｓ/Ｒ 

５ Ｊ２Ｓ 有 ＪＤＳＦ２級戦ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ Ｗ/Ｔ 
自由 

正装 

平服 
ＪＤＳＦ２級以下登録選手 

６ Ｊ２Ｌ 有 ＪＤＳＦ２級戦ラテン Ｃ/Ｒ 

７ Ｊ３Ｓ 有 ＪＤＳＦ３級戦ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ Ｗ/Ｔ 平易な自由フ

ィガー又は推

奨フィガー 

平服 

練習着 

ＪＤＳＦ３級以下登録選手 

無登録選手も可 

※１ ８ Ｊ３Ｌ 有 ＪＤＳＦ３級戦ラテン 
Ｃ/Ｒ 

９ ＭＢＳ 有 シニアⅡＢ級ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ Ｗ/Ｔ/Ｆ 自由 正装 
シニアⅡＢ級以下登録選手 

１０ ＭＢＬ 有 シニアⅡＢ級ラテン Ｓ/Ｃ/Ｒ 自由 正装 

１１ ＧＢＳ 有 シニアⅢＢ級ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ Ｔ/Ｆ 自由 正装 
シニアⅢＢ級以下登録選手 

１２ ＧＢＬ 有 シニアⅢＢ級ラテン Ｓ/Ｒ 自由 正装 

＊３級戦、ビギナーズ戦に初めて競技に出たい方向けに講習会・前日会場での自由練習会があり 

ます。詳しくは北区ＨＰで９月以降にご確認ください。http://sports.geocities.jp/kitaku_dsf/index.html 

郵便振替  ００１５０－２－５９９３６８北区ダンススポーツ連盟競技部 

http://sports.geocities.jp/kitaku_dsf/index.html


１１月１８日 第 66 回北区民体育大会区民戦募集要項 

第１４回ダンススポーツ大会 ～みんなで楽しむ区民戦～ 

申し込み手数料  2,000 円/1 区分 追加１区分 1,000 円 ※申込み後の返金はいたしません 

区民戦と他の競技区分との重複出場可(所定の出場料が別途必要です) 

申込み締め切  平成３０年１０月２７日（土）必着（練習会での受け付けもあります） 

申込み方法  専用申込書に必要事項を記入の上、領収書の写しを添えて大会事務局宛郵送してください。 

（お近くのダンススポーツ連盟の理事を通しての申し込みも可） 

申 込 み 先  〒１７４－００６１ 板橋区大原町３１－５ 

北区ダンススポーツ連盟競技部 岡里美恵子 

振 込 先  郵便振替 ００１５０－２－５９９３６８ 北区ダンススポーツ連盟競技部 

連 絡 先   ０８０－５４９９－９０７９ 蔵方政治 (夜 19 時以降でお願いします) 

 

区分 競技略称 競技名 種目 服装 フィガー 出場資格 

１７ ＦＢＳ ビギナーズ戦スタンダード Ｗ／Ｔ 
自由 自由 

在住、在勤、在サークルで 

競技初心者 女性同士可 １８ ＦＢＬ ビギナーズ戦ラテン Ｃ／Ｒ 

１９ ＦＫＳ 
長生きするなら北区が一番

区長杯スタンダード 
Ｗ／Ｔ 自由 自由 

在住、在勤、在サークル 

男女合計 120 歳以上 

２０ ＦＫＬ 
長生きするなら北区が一番

区長杯ラテン 
Ｃ／Ｒ 自由 自由 

在住、在勤、在サークル 

男女合計 120 歳以下 

無 無 区民トライアル 
Ｗ・Ｔ・

Ｃ・Ｒ 
自由 自由 試合形式で気軽に踊れます 

区民戦申込用紙 

リーダー氏名 年齢 住所 電話番号 

所属サークル名 

パートナー氏名 年齢 住所 電話番号 

所属サークル名 

＊氏名は、楷書ではっきりとお書き下さい。 

 

＊ビギナーズ戦につきましては多くの方にご参加いただきたく、組相手のいない方については、 

北区ダンススポーツ連盟所属の理事、指導員が組んで一緒に競技に出場できます。奮ってご参加

ください。尚、組相手の指名は出来ませんので、ご了承ください。(過去に出場された方はビギ

ナーズ戦には出場できません) 

  

＊下記の出場されたい区分に○を付けてください。 

ビギナーズ 

スタンダード 

ビギナーズ 

ラテン 

区長杯 

スタンダード 

区長杯 

ラテン 

区民 

トライアル 

    Ｗ・Ｔ・Ｃ・Ｒ 

 


