
　　第54回足利市民選手権・第12回ダンススポーツ大会併設普及競技会（午後）

ＤＳＣＪ　公認競技会　　（公認番号・                 　）

開催日時 平成２９年２月２６日（日）　開場　AM８：００　　競技開始AM９：３０

選手受付 　※AM８：３０～９：００（ラテン） スタンダードのみ出場者　AM９：３０～１０：００

会　 場 足利市民体育館（駐車場：有・空調設備：無）　足利市大橋町2007－3　Ｔｅｌ：０２８４-４３-０５３６（ナビ用）

主　 催 足利市ダンススポーツ連盟　　

主 　管 栃木県ダンススポーツ連盟安足佐支部

後 　援 足利市体育協会・栃木県ダンススポーツ連盟・㈱両毛新聞社

入場料 無　　料

１組１区分５，０００円、追加１区分４，０００円（ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ･ｾﾞｯｹﾝ付き）　　

出場不参加の場合も申込料の払い戻しは致しません。

市民選手権等の午後の部、区分２１～３０は無料。（シラバス２枚目参照）

［競技内容］

区分 略称 昇降級 競技名称 種目 フィガー 服装 出場資格

1 ＪＤＳ１ 有 DSCJ  Ｄ級戦　ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 　１　 W･F

2 ＪＤＳ２ 有 DSCJ  Ｄ級戦　ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 　２　 Ｔ・Ｑ DSCJ

3 ＪＤＬ１ 有 DSCJ  Ｄ級戦　ﾗﾃﾝ 　１ S･R D級登録以下

4 ＪＤＬ２ 有 DSCJ  Ｄ級戦　ﾗﾃﾝ 　２ Ｃ･Ｐ 自 正装

5 ＪＮＳ 有 DSCJ  ﾉｰﾋﾞｽ戦　ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ W･Ｔ DSCJ  1級登録以下

6 ＪＮＬ 有 DSCJ  ﾉｰﾋﾞｽ戦　ﾗﾃﾝ Ｃ・R 由 未登録可

7 Ｊ2Ｓ 有 DSCJ  2級戦　ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ W･Ｆ DSCJ

8 Ｊ2L 有 DSCJ  2級戦　ﾗﾃﾝ Ｓ･R 2級登録以下

9 Ｊ3Ｓ 有 DSCJ  3級戦　ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ W･T 平易な自由又 平服 DSCJ　3級登録以下

10 Ｊ3Ｌ 有 DSCJ  3級戦　ﾗﾃﾝ C･R は推奨フィガー （練習着でも可） 未登録可・同性同士可

11 MＡS 有 ｼﾆｱⅡ Ａ級戦　ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ W･T・F ｼﾆｱⅡＡ級以下

12 MＡL 有 ｼﾆｱⅡ Ａ級戦　ﾗﾃﾝ S･C・R 自 年内に45歳以上と40歳以上のペア

13 MBS 有 ｼﾆｱⅡ B級戦　ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ W･T・F 正装 ｼﾆｱⅡB級以下

14 MBL 有 ｼﾆｱⅡ B級戦　ﾗﾃﾝ S・C･R 由 年内に45歳以上と40歳以上のペア

15 MCS 有 ｼﾆｱⅡ C級戦　ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ W・F 　 ｼﾆｱⅡC級以下

16 MCL 有 ｼﾆｱⅡ C級戦　ﾗﾃﾝ S･R 年内に45歳以上と40歳以上のペア

出場区分　　※選手は、必ず２０１７年度への登録を更新のうえ、申込みして下さい。

・ 上表の中から、区分１～10は、ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ･ﾗﾃﾝ各１区分の出場可。但し11～16区分は他区分との重複出場可

・ 申込後の区分変更は認めません。

・ 区分５と６において、未登録選手が昇級資格を得た場合、必ず即日にD級選手登録をすること。

・ 区分９と１０は同性同士や男性役女性役の性別は問いません。但し服装規程は遵守のこと。

練習着とはダンス用のスラックス、スカートにYシャツ、ブラウス等のダンスに適した服装を指す。（ネクタイは自由）

Gﾊﾟﾝ、ｼﾞｬｰｼﾞ、Tｼｬﾂ等は不可。推奨フィガーはJDSFのHP参照。未登録者が２級に昇級した場合は登録が必要。

審判員 JDSF　公認審判員

留意事項 ☆　会場利用上の注意事項

　　　①ﾋｰﾙｶﾊﾞｰは新品とし、必ずﾁｪｯｸを受けて下さい。（ﾁｪｯｸを受けないと出場出来ません。）

　　　②体育館内は土足厳禁　③所定の場所以外での飲食禁止　④　ｺﾞﾐは必ず持ち帰る事

☆　競技規定により、ゼッケンの形状・大きさの変わる折り込みは一切禁止となっております。

　　　（四つ角補強等する場合は、各個人でテープ等持参の上ゼッケン裏面側に貼って補強して下さい。）

☆　大会中に発生した事故の応急処置は行いますが、その後の責任は負いかねますので、自己管理の徹底をお願いします。

☆　出場者名簿一覧表及び競技成績結果等がJDSFﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等に掲載されることを了解の上で、出場申し込みをして下さい。

☆　「この競技会で使用する音楽はJDSFｵﾘｼﾞﾅﾙCD“DanceSport”ｼﾘｰｽﾞを使用しています」

☆　ﾎｰﾑﾋﾞﾃﾞｵ等で撮影した映像、音楽のｺﾋﾟｰの配布及びｲﾝﾀｰﾈｯﾄへの配信・投稿を禁じます。

申込期限 平成２９年２月６日（月）当日消印有効

申込方法 DSCJ標準申込書に選手登録証のｺﾋﾟｰを貼付して、必要事項を記入の上、郵便振込受領書

（コピー）を添付し、所属団体（ｻｰｸﾙ）を経由して申し込んで下さい。

申込先 〒３２７－０８４４  栃木県佐野市富岡町　６６－７　　別井　隆男

振込先 郵便振替口座　　００１７０－８－４２６８２５         口座名義　　足利ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ連盟

問い合わせ先　糸井　邦夫　　　Tel：０９０－９３０６－６０４４　　Fax:０２８４－４２－１８３１

第19回　　足利市ダンススポーツ競技大会

☆　大会に関する報道や映像ﾒﾃﾞ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。

エントリー
手続き料

Otsuka
タイプライターテキスト
170215



開催日時 平成２９年２月２６日（日）　競技開始PM２：００頃～PM６：００

選手受付 スタンダード・ラテン共　　AM１１：３０～１２：３０

会　 場 足利市民体育館（駐車場：有・空調設備：無）　足利市大橋町2007－3　Ｔｅｌ：０２８４-４３-０５３６（ナビ用）

主　 催 足利市体育協会

主 　管 足利市ダンススポーツ連盟　　

後 　援 栃木県ダンススポーツ連盟・㈱両毛新聞社

入場料 無　　料 （観戦自由、上履きをご持参ください。）

［競技内容］

区分 略称 昇降級 競技名称 種目 フィガー 服装 出場資格
21 ＦＯＳ 無 足利市長杯・オープン戦　ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 　 W・T・Q 正装 オープン
22 ＦＯＬ 無 足利市長杯・オープン戦　ﾗﾃﾝ 　 S・C・R 正装 オープン
23 ＦＤＳ 無 ダイヤモンド戦　ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ Ｗ・Ｔ・Ｆ 自 自由 Ｄ・Ｃ級程度
24 ＦＤＬ 無 ダイヤモンド戦　ﾗﾃﾝ Ｓ・C･R 自由 Ｄ・Ｃ級程度
25 ＦＧＳ 無 ゴールド戦　ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ Ｗ・Ｔ・Ｆ 由 自由 （旧）１・Ｄ級程度
26 ＦＧＬ 無 ゴールド戦　ﾗﾃﾝ Ｓ・C･R 自由 （旧）１・Ｄ級程度
27 ＦＳＳ 無 シルバー戦　ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ W･T 自由 （旧）４･３・２級程度
28 ＦＳＬ 無 シルバー戦　ﾗﾃﾝ C･R 自由 （旧）４･３・２級程度
29 ＦＢＳ 無 ブロンズ戦　ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ W･T 自由 （旧）６・５級程度
30 ＦＢＬ 無 ブロンズ戦　ﾗﾃﾝ C･R 自由 （旧）６・５級程度

出場区分　　 重複出場可。
審判員 JDSF　公認審判員
留意事項 ☆　会場利用上の注意事項

　　　①ﾋｰﾙｶﾊﾞｰは新品とし、必ずﾁｪｯｸを受けて下さい。（ﾁｪｯｸを受けないと出場出来ません。）
　　　②体育館内は土足厳禁　③所定の場所以外での飲食禁止　④　ｺﾞﾐは必ず持ち帰る事
☆　競技規定により、ゼッケンの形状・大きさの変わる折り込みは一切禁止となっております。
　　　（四つ角補強等する場合は、各個人でテープ等持参の上ゼッケン裏面側に貼って補強して下さい。）
☆　大会中に発生した事故の応急処置は行いますが、その後の責任は負いかねますので、自己管理の徹底をお願いします。

☆　出場者名簿一覧表及び競技成績結果等がJDSFﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等に掲載されることを了解の上で、出場申し込みをして下さい。
☆　「この競技会で使用する音楽はJDSFｵﾘｼﾞﾅﾙCD“DanceSport”ｼﾘｰｽﾞを使用しています」
☆　ﾎｰﾑﾋﾞﾃﾞｵ等で撮影した映像、音楽のｺﾋﾟｰの配布及びｲﾝﾀｰﾈｯﾄへの配信・投稿を禁じます。

申込期限 平成２９年２月６日（月）当日消印有効
申込方法 ＪＤＳＦ会員（選手）はDSCJ標準申込書に選手登録証のｺﾋﾟｰを貼付して、必要事項を記入の上、所属団体（ｻｰｸﾙ)

を経由して申し込んで下さい。
※標準申込書の区分１～１０の部分を２１～３０と書き直しし、区分に○でチェックをして下さい。
※会員以外でサークルにも所属されていない方は、官製はがきにリーダー、パートナーの氏名、出場種目、連絡先
　電話番号（携帯可能）を明記の上個人で申し込み下さい

申込先 〒３２７－０８４４  栃木県佐野市富岡町　６６－７　　別井　隆男
問い合わせ先　糸井　邦夫　　　Tel：０９０－９３０６－６０４４　　Fax:０２８４－４２－１８３１

第１９回足利市ダンススポーツ競技大会（公認大会：午前）

エントリー
手続き料

無　　料

☆　大会に関する報道や映像ﾒﾃﾞ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。

第５４回　　足利市民選手権
第１２回　　ダンススポーツ競技大会




