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第３６回三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権 
ＪＯＣジュニアオリンピックカップ全日本ダンススポーツ選手権ジュニア（スタンダード/ラテン） 

全日本ダンススポーツ選手権ジュブナイル（スタンダード/ラテン） 
   第２回全日本サルサダンス選手権大会  

（JDSFダンススポーツランキングポイント取得競技会・WDSF世界選手権代表選考） 

 
開催日時  ２０１６年１０月９日（日）  ８：４５～２０：００  開場 ８：０５      （ＤＳＣＪ公認 １６１０２５ ）    ※空調有り。 
会   場  東京体育館   東京都渋谷区千駄ヶ谷1-17-1    （ＪＲ総武線千駄ヶ谷駅前）             ※駐車場はありません。 
主   催  公益社団法人日本ダンススポーツ連盟  公益財団法人東京都スポーツ文化事業団  東京都ダンススポーツ連盟 
特別協賛  株式会社  
特別後援  毎日新聞社（申）  
後   援  スポーツ庁（申）・東京都（申）・（公財）日本体育協会（申）・（公財）日本オリンピック委員会（申） 

区
分 

 

略称 
昇降
対象 

競 技 名 称 種  目 服 装  出 場 資 格 

１ IAS 有  
三笠宮杯 

全日本ダンススポーツ選手権 
 

Sｔ WＴFQ（準決勝より V）  
正装 

 ※１参照 

２ ＩAL La SCRP（準決勝より J） 

３ ＸＪS 無  
ＪＯＣジュニアオリンピックカップ 
全日本選手権ジュニア 

Sｔ 
WＴFＱ（準決勝よりＶ） ジュニア 

Ⅱ規程 
による 

 

2016 年末の満年齢が 
15 歳以下の選手・国内 

オープン・会員以外可 ４ ＸＪＬ 
La 

ＳＣＲＰ（準決勝よりＪ） 

５ ＸＶS 無  
全日本選手権ジュブナイル 

 

Sｔ 
ＷＱ 

（決勝よりＶ） 
ジュブナイ

ル規程 
による 

 

 2016 年末の満年齢が 
男女共11 歳以下の選手 

（ＪＤＳＦ会員に限る） ６ ＸＶＬ 
La 

ＳＣ 
（決勝よりＪ） 

７ XSP 無 全日本サルサダンス選手権大会 

Japan Cup    （予選～決勝まで

サブアリーナで行います） 

Ca SALSA ペア ＪＳＡ 

規程 

による 

男女ペア 

男男ペア 

女女ペア 

８ XSC 無 

 

 

全日本サルサダンス選手権大会 

Japan Cup    （予選～決勝まで

サブアリーナで行います） 

Ca SALSA チーム ＪＳＡ 

規程 

による 

4 名以上のチームで構成

されていること 

９ XSS 

 

無 全日本サルサダンス選手権大会 

Japan Cup    （予選～決勝まで

サブアリーナで行います） 

Ca SALSA ソロ ＪＳＡ 

規程 

による 

 

男・女どちらか１人 

１０ XBＰ 

 

無 

 

 

全日本サルサダンス選手権大会 

Japan Cup    （予選～決勝まで

サブアリーナで行います） 

Ca BACHATA ペア ＪＳＡ 

規程 

による 

男女ペア 

男男ペア 

女女ペア 

１１ ＸＢＣ 無 全日本サルサダンス選手権大会 

Japan Cup    （予選～決勝まで

サブアリーナで行います） 

Ca BACHATA チーム ＪＳＡ 

規程 

による 

4 名以上のチームで構成

されていること 

 

※１三笠宮杯出場資格は、シード選手及び各ブロックと学連の選抜選手で組相手のどちらかが 2016 年末満年齢15 歳以上の DSCJ 登録選手 

およびＪＤＳＦ推薦選手、前日の最終選考会で選出された選手 

三笠宮杯ラテン決勝のＣ・Ｊ及び、 三笠宮杯スタンダード決勝のＦ・Ｑでは、各組毎にソロダンスを行ないます 

  ソロダンスにおいて課題フィガーは指定しません。 

また、三笠宮杯Ｌａ、Ｓｔ共に新審判方式により順位を決定いたします（詳細はJDSFホームページに参照）。 

 同一競技におけるスタンダード、ラテンの重複出場は可能です。 

1) 各選手権の優勝者は、２０１６年度全日本チャンピオン、全日本ジュニアチャンピオン、全日本ジュブナイルチャンピオンと呼称されます。 
2) 全日本選手権ジュニアについて、男女共または男女のうちどちらかが、２０１６年末の満年齢について 13 歳、14 歳となる選手は、 

成績により２０１７年WＤＳＦジュニア世界選手権の派遣代表選手資格が得られます。 
3) 三笠宮杯においてグランプリ規程によるシード選手は、1 次予選が免除されます。 
4) 区分５，６の全日本選手権ジュブナイルでは、WDSF Syllabus のフィガーを遵守ください。（「WDSF Syllabus」又は下記URL で検索） 

https://www.worlddancesport.org/Rule/Competition/General/Syllabus 
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5) 申込後のエントリー区分変更は認められません。また納入したエントリー手続料の払い戻しは行いません。 
6) 選手受付時間・競技開始時間・・・大会申し込み受付後別途ご案内します。   
7) エントリー手続料（B 席相当選手席券とプログラム付）・・・区分１～２ ：７,０００円、重複出場者は追加１区分につき ４，０００円。 

            ・区分３～６：４，０００円（重複出場の場合も４，０００円、但しジュニアとジュブナイルとの重複は８，０００円） 
8) 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処置願います。 
9）大会に関する放送、テレビ放映、新聞、雑誌、スポンサー等の報道に選手の名前、写真及び映像を使用する権利は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への配信、投稿を禁じます。 
10) 競技会出場者一覧表及び競技成績結果がＪＤＳＦホームページに掲載されることを了解の上で、エントリー申し込みしてください。 
11） エントリー申込・・区分１，２に出場の方はＤＳＣＪ標準様式出場申込書または専用出場申込書に必要事項を記入の上、 

エントリー手続料を添え下記へお申し込みください。  
 

 都道府県直属サークル所属会員  各都道府県連盟の事務局 締切日：2016 年9 月7 日締切り 
（ただし 9 月１１日グランプリ in 仙台 

 大会での成績でエントリーする方 を  
除きます。 ） 

 DSC 所属会員   ＪＤＳＦ各ブロック事務局 
 学  連  東部日本学生競技ダンス連盟事務局 
協賛教室関係 大会事務局 

 区分３～６全日本選手権ジュニア、ジュブナイルに出場の方は、大会事務局に直接手続きのご連絡をください。 
 
12)入場料有料 

券    種 前売券（一般） 前売券（会員）  

AA 券（指定席アリーナ席長辺方向） 6,000 円 5,000 円 プログラム付き 

A 券（指定席アリーナ席短辺方向及び２階席１列～３列目迄） 5,000 円 4,000 円 プログラム付き 

B 券（自由席２階席４列目以降） 3,000 円 2,500 円 プログラム付き 

Ｃ 券（自由席３階席） 
※サブアリーナでの競技は観戦できません。AA 券、A 券、 
  または B 券をご購入ください。 

500 円 発売しません プログラム別売り 1,000 円 

注：高校生以下は半額です。入場の際学生証をご提示ください。   当日券は 前売＋500 円となります。 

13）入場券お申込み・・・ＪＤＳＦ会員はＪＤＳＦ各所属団体へ。大会事務局では２０１６年 ８月中旬より先着順に予約販売受付 

開始します。 

14）メインアリーナでのビデオ・デジカメ・ケータイビデオ撮影は有料1 日\３，０００です。当日専用受付テーブルにてお手続き 

ください。（但し出場選手がビデオを持参して申し出た場合は 1 台分無料で許可証を発行します） 
 
15)  ダンスタイム あります 
              ダンスシューズをお持ちください。 《ただし Ｃ席自由席の方は人数制限のため参加できません。》 
                 
16）問い合わせ・・・・・・大会事務局 〒１３５－００６３ 東京都江東区有明 ３－４－２ 有明センタービル１階 

（公社）日本ダンススポーツ連盟内（三笠宮杯実行委員会）  Tel：03-6457-1858 Fax：03-6457-1857 
電話でのお問い合わせは、１０時～１７時（土・日・祝日除く）にお願い致します。 
 

17）第２回全日本サルサダンス選手権大会は、１１：００よりサブアリーナにて開催されます。 
  （入場券）ご希望の方は上記B 券以上の入場券をご購入ください。 
 
 

１８）第２回全日本サルサダンス選手権大会のお問合せは以下のとおりです 

  区分7～１1 については日本サルサ協会にお問い合わせください。  info@japan-salsa.com 


