
： 平成28年10月08日（土）　　9：00～18：00予定　　　開場　8：15

： 東京体育館　（東京都渋谷区千駄ヶ谷1-17-1）　※空調設備有

交通機関　　電車　JR総武線　千駄ヶ谷駅下車　徒歩１分

： 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

： 東京都ダンススポーツ連盟

： 公益社団法人日本ダンススポーツ連盟

： 無　料

： 区分１・２　(三笠宮杯選抜　最終選考)　1区分7,000円、S･L重複出場不可

： ＪＤＳＦ公認審判員およびＤＳＣＪ公認審判員

： 平成２８年９月１日（木）～１４日（水）必着

： DSCJ標準様式(A4判)を使用し、所属の連盟･協会･DSC経由で郵便振替受領書のコピーを添付し

大会事務局へ郵送して下さい。個人申込不可、代表㊞必須。

※エントリー手続料の払い戻しは致しません。申込締切り後の競技区分変更は不可です。

： 郵便振替　００１２０－９－１２９９４９

加入者名　東京都ダンススポーツ連盟　(通信欄に大会名・申込組数を明記のこと)

： 〒161-0031　東京都新宿区西落合1-28-14　榊原ビル1Ｆ

東京都ダンススポーツ連盟「ＤＳＦ大会」係

☎03-6908-3412 　電話でのお問い合わせ（土日祝を除く）11時00分～17時00分

： 選手受付時間等をお知らせ致しますので官製ハガキ（表面に〒・住所・氏名を記入し、

裏面は未記入）を折らずに必ず同封してください。

《注　意　事　項≫
1、 三笠宮杯出場権獲得組数について
　スタンダード、ラテンとも、三笠宮杯エントリー状況により１週間前までに決定し、JDSFのﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ上
　で発表します。最低３組(３位まで)は出場権を獲得します。獲得組数が７組以上、チェック数同点の場合
　は同点決勝を１種目で行ないます。獲得組数が１３組以上の場合は、予選でも同点決勝を行います。
　出場権獲得者は、当日にすみやかにエントリーを済ませて下さい。
　三笠宮杯のプログラムには、｢最終選考会○位｣として掲載されます。
2、服装は『2016年JDSF競技会出場選手服装規程』遵守してください。

3、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。

4、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。

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。

6、「ヒールカバーチェック」はありません。

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

8、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。

競技内容

エントリー

入　場　料

開催日時

会　　　場

主　　　催

主　　　管

後　　　援

振込み先

事　務　局

選手受付

手続料

正装

XAL
Ｓ・ Ｃ・ (Ｒ・ Ｐ)
決勝戦４種目

無 自由

Ｗ・ Ｔ・（Ｆ・ Ｑ）
決勝戦４種目

服　装

1 XAS

フィガー種　　目

※９月１１日（日）開催の
『グランプリin仙台』の終
了時点で、三笠宮杯出
場権の無いDSCJ登録

選手カップル

三笠宮杯選抜戦
最終選考

スタンダード

三笠宮杯選抜戦
最終選考

ラテン

　

第36回 三笠宮杯選抜戦 最終選考会

審 判 員

申込締切

申込方法

（DSCJ公認　　１６１０２６　　号）

出　場　資　格
競技区
分番号

略称 昇降級 競　技　名

2



： 平成28年10月08日（土）　　9：00～18：00予定　　　開場　8：15
： 東京体育館　（東京都渋谷区千駄ヶ谷1-17-1）　※空調設備有

： 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
： 東京都ダンススポーツ連盟
： 公益社団法人日本ダンススポーツ連盟
： 無　料
： 1区分5,500円、追加1区分につき2,500円
区分3～20のＳ又はＬ各1区分に重複申込可

： ＪＤＳＦ公認審判員およびＤＳＣＪ公認審判員
： 平成２８年９月１日（木）～１４日（水）必着
： DSCJ標準様式(A4判)を使用し、所属の連盟･協会･DSC経由で郵便振替受領書のコピーを添付

し大会事務局へ郵送して下さい。個人申込不可、代表㊞必須。
※エントリー手続料の払い戻しは致しません。申込締切り後の競技区分変更は不可です。

： 郵便振替　００１２０－９－１２９９４９
加入者名　東京都ダンススポーツ連盟　(通信欄に大会名・申込区分数を明記のこと)

： 〒161-0031　東京都新宿区西落合1-28-14　榊原ビル1Ｆ
東京都ダンススポーツ連盟「ＤＳＦ大会」係
☎03-6908-3412 　電話でのお問い合わせ（土日祝を除く）11時00分～17時00分

： 選手受付時間等をお知らせ致しますので官製ハガキ（表面に〒・住所・氏名（○○様）を
記入し、裏面は未記入）を折らずに必ず同封してください。

《注　意　事　項≫
1、6級戦は未登録会員も出場可能、但し5級に昇級した場合は必ず競技会場にてJSDF会員及び選手登録を行って下さい。

　1次予選通過で6級認定となった場合は、JDSF会員登録料300円・選手登録料3,500円・手数料1,000円掛かります。（但し都道府県会費別途）

2、服装は『2016年JDSF競技会出場選手服装規程』を遵守してください。

3、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。

4、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。

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。

6、「ヒールカバーチェック」はありません。

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

8、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。

競技内容

DSCJ　Ｂ級スタンダード

DSCJ　Ｂ級ラテン

DSCJ　C級スタンダード

DSCJ　C級ラテン

DSCJ　D級スタンダード

DSCJ　D級ラテン

DSCJ　１級スタンダード

DSCJ　１級ラテン

DSCJ　２級スタンダード

DSCJ　２級ラテン

DSCJ　３級スタンダード

DSCJ　３級ラテン

DSCJ　４級スタンダード

DSCJ　４級ラテン

DSCJ　５級スタンダード

DSCJ　５級ラテン

DSCJ　６級スタンダード

DSCJ　６級ラテン

※B・C級戦については進行の都合上、主催者の判断により予選を1種目減じて実施することがあります。
減ずる種目は（　　　）括弧書きの種目とします。

19 Ｊ６Ｓ 有 Ｗ・T
規程1・2 平服

DSCJ・６級以下
オープン20 Ｊ６Ｌ 有 C・Ｒ

17 Ｊ５Ｓ 有 Ｗ・T
規程1・2 平服

DSCJ・５級以下
登録選手オープン18 Ｊ５Ｌ 有 C・Ｒ

15 Ｊ４Ｓ 有 Ｗ・T
規程1・2 平服

DSCJ・４級以下
登録選手オープン16 Ｊ４Ｌ 有 C・Ｒ

11 Ｊ２Ｓ 有 DSCJ・２級以下
登録選手オープン12 Ｊ２Ｌ 有

13 Ｊ３Ｓ 有 Ｗ・T
自由

正装また
は平服

DSCJ・３級以下
登録選手オープン14 Ｊ３Ｌ 有 C・Ｒ

自由 正装
Ｔ・Ｆ
Ｓ・Ｒ

DSCJ・Ｂ級以下
登録選手オープン4 ＪＢＬ 有 S・（C）・R・Ｐ

9 Ｊ１Ｓ 有 Ｔ・Ｆ DSCJ・１級以下
登録選手オープン10 Ｊ１Ｌ 有 Ｓ・Ｒ

DSCJ・D級以下
登録選手オープン

自由 正装

S・（C）・R
DSCJ・C級以下

登録選手オープンＪＣＬ

（W）・T・F

正装

ＪＤＬ

　

ダンススポーツフェスティバルｉｎ東京2016

審 判 員
申込締切
申込方法

（DSCJ公認    161026                号）

出　場　資　格
競技区分

番号
略称 昇降級 競　技　名 フィガー種　　目

エントリー
入　場　料

開催日時
会　　　場

主　　　催
主　　　管
後　　　援

振込み先

事　務　局

交通機関　 総武線　千駄ヶ谷駅下車　徒歩１分   大江戸線 　国立競技場駅下車　徒歩１分

手続料

Ｔ・Ｆ

正装

自由 正装

有

有

有

有

5

6

Ｓ・Ｒ

自由

（W）・T・F・Ｑ
自由

服　装

3 ＪＢＳ 有

7

8

ＪＣＳ

ＪＤＳ

選手受付




