
　　（公財）宮城県体育協会 主　　管　　 宮城県ダンススポーツ連盟

　　大崎市・大崎市教育委員会

　　 ＮＨＫ仙台放送局・河北新報社・東北放送・仙台放送・宮城テレビ放送・ＫＨＢ東日本放送

　　 ＪＤＳＦ公認審判員

　　無料

　　郵便振込　（口座番号  ０２２８０-１-５４１９１　　加入者名　JDSF宮城県大会　　）
　　郵送の場合　：　〒981-1231　宮城県名取市手倉田字諏訪 322-9　　山口順子
　　メールの場合：　奈良孝行　mail：ecnad20064@cpost.plala.or.jp
　　別添申込用紙にて　　平成28年10月3日（月）　必着のこと（競技当日の受付はいたしません。）

競技区分 宮城県民体育大会参加競技 （以下の区分１～７は、県内の選手のみが出場できます）
区分 略称 競技名称 種目 フィガー 昇降級 服装 出場資格

1 ＸＫＳ
宮城県ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ連盟会長杯
スタンダード

T．Ｆ

2 ＸＫＬ
宮城県ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ連盟会長杯
ラテン

Ｓ．Ｃ

3 XJS
２０１７都道府県対抗戦宮城県選抜

少年A・B　スタンダード
Ｗ･Ｑ 中2・中3・高１・高２　　注１）

女性同士カップル可、JDSF未登録者出場可

4 XAS
２０１７都道府県対抗戦宮城県選抜

成年　スタンダード
F・Vw 2017年度に大学生以上　　注２）

JDSF未登録者出場可

5 XSS
２０１７都道府県対抗戦宮城県選抜

シニアⅡ　スタンダード
T・Vw

年末年齢４４歳以上と３９歳以上
注３）　　JDSF未登録者出場可

6 FＲＳ レディース戦スタンダード Ｗ．Ｔ
7 FＲＬ レディース戦ラテン Ｃ．Ｒ

競技区分 全日本統一級公認級別戦、東北ブロックランキング戦　他 （以下の区分は、県外の選手も出場できます）
区分 略称 競技名称 種目 フィガー 昇降級 服装 出場資格

8 ＪAＳ 全日本統一級　A級戦スタンダード Ｗ・Ｔ・Ｆ・Q（準決よりVw）

9 ＪAＬ 全日本統一級　A級戦ラテン Ｓ・Ｃ・Ｒ・P（準決よりJ）

10 ＪＢＳ 全日本統一級　B級戦スタンダード Ｗ・Ｔ・Ｆ（準決よりＱ）

11 ＪＢＬ 全日本統一級　B級戦ラテン Ｓ・Ｃ・Ｒ（準決よりＰ）

12 ＪCＳ１ 全日本統一級　Ｃ級戦スタンダード　１ Ｗ・Ｆ（準決よりＱ）

13 ＪCＳ２ 全日本統一級　Ｃ級戦スタンダード　２ Ｔ・Ｑ（準決よりＦ）

14 ＪCＬ１ 全日本統一級　Ｃ級戦ラテン　１ Ｓ･Ｃ（準決よりＰ）

15 ＪCＬ２ 全日本統一級　Ｃ級戦ラテン　２ Ｒ･Ｐ（準決よりＣ）

16 ＪＤＳ１ 全日本統一級　Ｄ級戦スタンダード　１ Ｗ･Ｆ
17 ＪＤＳ２ 全日本統一級　Ｄ級戦スタンダード　２ Ｔ･Ｑ
18 ＪＤＬ１ 全日本統一級　Ｄ級戦ラテン　１ Ｃ･Ｐ
19 ＪＤＬ２ 全日本統一級　Ｄ級戦ラテン　２ Ｓ・Ｒ
20 Ｊ１Ｓ 全日本統一級　１級戦スタンダード Ｔ･Ｆ
21 Ｊ１Ｌ 全日本統一級　１級戦ラテン Ｒ・Ｐ
22 Ｊ２Ｓ 全日本統一級　２級戦スタンダード Ｗ･Ｆ
23 Ｊ２Ｌ 全日本統一級　２級戦ラテン Ｓ・Ｃ
24 Ｊ３Ｓ 全日本統一級　３級戦スタンダード Ｗ･Ｔ
25 Ｊ３Ｌ 全日本統一級　３級戦ラテン Ｃ･Ｒ
26 Ｊ５Ｓ 全日本統一級　５級戦スタンダード Ｗ･Ｔ
27 Ｊ５Ｌ 全日本統一級　５級戦ラテン Ｃ･Ｒ

28 XRS
東北ブロック年齢別ランキング戦

シニアⅤ　スタンダード
Ｗ・Ｔ

29 XRL
東北ブロック年齢別ランキング戦

シニアⅤ　ラテン Ｃ･Ｒ

30 ＸＧＳ
東北ブロック年齢別ランキング戦

シニアⅢ　スタンダード
Ｗ．Ｔ

31 ＸＧＬ
東北ブロック年齢別ランキング戦

シニアⅢ　ラテン
Ｃ．Ｒ

32 XMS
東北ブロック年齢別ランキング戦

シニアⅡ　スタンダード
Ｗ･Ｔ

33 XML
東北ブロック年齢別ランキング戦

シニアⅡ　ラテン
Ｃ･Ｒ

34 FJS プレジュニア戦　スタンダード Ｗ･Ｑ(決勝よりVw)

35 FJL プレジュニア戦　ラテン Ｓ・Ｃ(決勝よりJ)

次項に注意事項有

    平成２８年１１月３日（木・祝）　８：３０～１８：００　　受付　Ｌａ・８：３０～８：４０　　Ｓｔ・１０：５０～１１：００　競技開始　９：００

男女合計年末年齢８５歳以上
オープン（ＪＤＳＦ未登録者出場可）
女性同士のカップル可

DSCJ規定ｸﾞ
ﾙｰﾌﾟ1・2

≪2016年ＪＤＳＦ東北ブロックランキング戦≫

第42回　宮城県ダンススポーツ大会

ＤＳＣＪ　Ｂ級以下　登録選手

ＤＳＣＪ　Ｃ級以下　登録選手

ＤＳＣＪ　２級以下　登録選手

（2017年都道府県対抗戦　宮城県代表選手選考競技会）

　　大崎市古川総合体育館（空調設備なし）　　〒989-6100　宮城県大崎市古川旭4-5-2　0229-24-0511

　　ＪＤＳＦ会員未登録者が出場可能区分にエントリーする場合は、採点管理処理手数料として１競技区分あたり　１，０００円が加算となります。

ＤＳＣＪ　３級以下　登録選手

１５歳以下、女性ペア出場可
オープン（ＪＤＳＦ未登録者出場可）

年齢オープン
県内クローズ（ＪＤＳＦ未登録者出場
可）

自由

平服また
は準平服

男女合計年末年齢１０５歳以上
オープン（ＪＤＳＦ未登録者出場可）
女性同士のカップル可

有

女性同士のカップル
（ＪＤＳＦ未登録者出場可）

無

注１）：1999年4月2日～2003年4月1日の期間に生まれた者　　代表選手は男女カップルから選考します。
注２）：1999年4月1日以前に生れた者　　　　　　　注３）：1972年12月31日以前に生れた者と1977年12月31日以前に生れた者

ＤＳＣＪ　Ｄ級以下　登録選手

ＤＳＣＪ　５級以下　登録選手

正装

無

男女合計年末年齢１３０歳以上
オープン（ＪＤＳＦ未登録者出場可）
女性同士のカップル可

自由

入 場 料
エ ン ト リ ー
手 続 料
申 込 方 法

ＤＳＣＪ　１級以下　登録選手

　　１競技区分　４，０００円 　（区分34・35のﾌﾟﾚｼﾞｭﾆｱ戦は無料、区分6・7のﾚﾃﾞｨｽﾞ戦は1区分２，０００円）。ｴﾝﾄﾘｰ手続料の払い戻しは行いません。

　　メールでお申込みください。（FAX、FAX用紙、拡大縮小コピーは受け付けません。また、ＪＤＳＦ所定の申込用紙以外の申込も不可とします。）

問 合 先 　　エントリー手続以外の問い合わせはＥメールでのみ受付けます。携帯からもＯＫです。　receptionist@jdsf-miyagi.com

　　別紙申込書(A4版)に必要事項を記入、選手登録証・郵便振替の受領書（写）を貼り付けしたものを下記の申込先まで送付または

自由

開 催 日
会 場
主 催
後 援
（ 予 定 ）
審 判 員

払 込 方 法
申 込 先

申 込 期 限

ＤＳＣＪ　A級以下　登録選手

自由

ジュニアⅡ

正装
又は
平服

＜DSCJ公認                号＞ 

Otsuka
タイプライターテキスト
161118



注意事項　競技会エントリー手続について以下のことを了承のうえ期限までにお申込ください。

＊貴重品の管理は自己の責任で行ってください。ごみは持ち帰り下さい。体育館は土足厳禁に付き、上履き等をご用意ください。

＊大会中に発生した選手の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。

　　ただし、未登録選手とブロック外選手はランキング対象外です。

＊ﾋｰﾙｶﾊﾞｰﾁｪｯｸを行います。ﾋｰﾙｶﾊﾞｰは一度でも使用したものは認めません。ｷｬｯﾌﾟﾀｲﾌﾟは事務局で準備しませんので個人で準備してください。

◎　競技進行　　プレジュニア区分も含めラテンは午前の部、スタンダードは午後の部。

＊区分１・２は宮城県ダンススポーツ連盟会長杯（チャレンジカップ）争奪戦です。

＊区分8・9・28・29・30・31・32・33は、２０１６年のＪＤＳＦ東北ブロックランキングの認定対象戦です。

＊区分３・４・５は２０１７年都道府県対抗戦に派遣する宮城県選手の選考競技の一部です。

＊区分８・９は宮城県ランキング認定競技会です。ただし、県外選手はランキング対象外。

◎　エントリーシート（Ｅｘｅｓｅｌ版）を宮城県ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ連盟のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに掲載しています。

＊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

＊区分30・31は、決勝において選手紹介のソロダンスを行います。

＊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及びJDSFに帰属します。

＊エントリーリストおよび競技成績結果がJDSFホームページに掲載されることを了承の上で、出場申し込みしてください。

＊区分１・２にはパートナー対象のクイーン賞があります。

＊区分３・４・５に出場する選手はリーダー、パートナーとも会員証の貼付、若しくは生年月日を証明する物の写しを添付のこと。

＊この競技会の音楽はＪＤＳFオリジナルＣＤ“ＤａｎceＳｐｏｒｔ”シリーズを使用します。

◎　想定のタイムテーブルは８月までに、エントリー集計後のタイムテーブルは開催日１週間前に宮城県ダンススポーツ連盟の
　　ホームページに掲載します。

＊都道府県対抗戦の選抜は本大会と来年7月までに開催される前期仙台大会、石巻大会の3大会にて行います。




