
  ★　申込方法   ＤＳＣＪ標準申込書〔A４〕に選手登録証を一緒にコピーしたものを使用の上、エントリー手続料振込領収書のコピーを

区分  略　称 昇降級 競　技　名　称  種　目 ﾌｨｶﾞｰ 服　装 出　場　資　格

1 ＪAS 有 全日本統一級 A級戦 スタンダード Ｗ・Ｔ・(Vw)・Ｆ・Q

2 ＪAL 有 全日本統一級 A級戦 ラテン S・Ｃ・R・P・(J)

3 ＪBＳ 有 全日本統一級 Ｂ級戦 スタンダード Ｗ・Ｔ・Ｆ・(Ｑ)

4 ＪBＬ 有 全日本統一級 Ｂ級戦 ラテン S・Ｃ・Ｒ・（P)

5 JCS1 有 全日本統一級 Ｃ級戦 スタンダード１ （Ｗ）・Ｔ・Ｆ

6 JCS2 有 全日本統一級 Ｃ級戦 スタンダード２ Ｗ・(Ｔ)・Ｑ

7 JCL1 有 全日本統一級 Ｃ級戦 ラテン1 Ｃ・(Ｒ)・Ｐ 自由 正装

8 JCL2 有 全日本統一級 Ｃ級戦 ラテン２ Ｓ・(Ｃ)・Ｒ

9 JDS1 有 全日本統一級 Ｄ級戦 スタンダード１ Ｗ・Ｑ

10 JDS2 有 全日本統一級 Ｄ級戦 スタンダード２ Ｔ・Ｆ

11 JDL1 有 全日本統一級 Ｄ級戦 ラテン１ Ｓ・Ｒ

12 JDL2 有 全日本統一級 Ｄ級戦 ラテン２ Ｃ・Ｐ

13 Ｊ１Ｓ 有 全日本統一級 １級戦 スタンダード Ｔ・Ｆ

14 Ｊ１Ｌ 有 全日本統一級 １級戦 ラテン Ｓ・Ｒ

15 Ｊ２Ｓ 有 全日本統一級 ２級戦 スタンダード Ｗ・Ｔ

16 Ｊ２Ｌ 有 全日本統一級 ２級戦 ラテン Ｃ・Ｒ

17 Ｊ３Ｓ 有 全日本統一級 ３級戦 スタンダード Ｗ・Ｔ 平服 ＤＳＣＪ ３級以下 登録選手

18 Ｊ３Ｌ 有 全日本統一級 ３級戦 ラ テン Ｃ・Ｒ 練習でも着可 未登録者出場可 同性同士出場可

19 XBⅢS 無 シニアⅢランキング戦 スタンダード Ｗ・Ｔ 男女合計１０５歳以上オープン

20 XBⅢL 無 シニアⅢランキング戦 ラテン Ｃ・Ｒ JDSF会員 未登録者出場可 女性同士可

21 XBⅣＳ 無 シニアⅣランキング戦 スタンダード Ｗ・Ｔ 男女合計１２５歳以上オープン

22 XBⅣＬ 無 シニアⅣランキング戦 ラテン Ｃ・Ｒ JDSF会員 未登録者出場可 女性同士可

23 XBⅤS 無 シニアⅤランキング戦 スタンダード Ｗ・Ｔ
男女合計145歳以上オープン
JDSF会員 未登録者出場可 女性同士可

24 XLS 無
2018都道府県対抗戦宮城県選抜
少年A・B　スタンダード

Ｗ・Ｑ
2018年度に中3・高1・高2・高3　　 注１)
同性同士カップル可 JDSF未登録者出場可

25 XMS 無
2018都道府県対抗戦宮城県選抜
成年　スタンダード

Vw・Ｆ
2018年度に大学生以上　　　　　　　 注２)
JDSF未登録者出場可

26 XNS 無
2018都道府県対抗戦宮城県選抜
シニアⅡ　スタンダード

Ｔ・Vw
2018年度に年末年齢45歳以上と40歳以
JDSF未登録者出場可　　　　　　　　  注３)

　・　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。

　・　各自体調管理を万全にし参加してください。主催者は応急処置は行いますが、その後は責任負いかねますので、自己責任で対処願います。

　・　競技会出場選手一覧及び競技成績結果等がJDSFホームページ、マスコミ等に掲載されることを了承の上で、エントリー手続きをしてください。

　・　大会の曲について　この競技会の音楽はJDSFオリジナルCD”DanceSport”シリーズを使用しています。

　・　統一級別戦においてエントリー数が競技成立要件数に満たなかった区分は中止または参考競技とします。

　　 未登録者が、２級に昇給した時は選手登録の手続が必要です。

　☆ (　)の種目は準決勝より踊っていただきます。

  ★  エントリー手続料 　　１区分　各４，０００円　　　　※エントリー手続料の払い戻しは致しません。

　・　貴重品の管理は自己の責任で行ってください。 ゴミは各自お持ち帰りください。

  ★　入 場 料　 無料　　　 プログラム代　3００円

                     大会事務局　　 村上　孝之

　注１) 注2)  注3) 共通　2018年都道府県対抗戦、宮城県選抜出場者は宮城県内居住者となります。

　注2) 2000年4月1日以前に生まれた者。

　注１) 2000年4月2日～2004年4月1日の期間に生まれた者。

  ★　申込締切　平成29年6月3日(土)　必着

　　　　　　　　JDSF未登録の方は、生年月日を証明するもの(免許証、学生証等)のコピーを添付してください。

  ★　振込み先　 郵便振替　０２２７０-０-９１８７８　　加入者名　宮城県ダンススポーツ石巻大会　 

  ★　申 込 先   〒９８1－０306　　宮城県東松島市西福田字古堂３７　    　携帯　090-2363-1511　

　注3) 1973年12月31日以前に生まれた者と1978年12月31日以前に生まれた者。

　・　受付にて、必ずヒールカバーチェックを受けていただきます。

　・　会場内は土足厳禁です。上履きをご持参ください。・アリーナ内での飲食厳禁です。

  ★　後  　援 　石巻市、NPO法人石巻市体育協会、三陸河北新報社、㈱石巻日日新聞社、ラジオ石巻

  ★　審 判 員    公益社団法人 日本ダンススポーツ連盟　公認審判員
　　　

平易な自由
ﾌｨｶﾞｰ又は
推奨ﾌｨｶﾞｰ

　・　競技会に関する放送・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。

ＤＳＣＪ 1級以下  登録選手

ＤＳＣＪ ２級以下  登録選手

　☆ 区分17・18の3級戦の出場資格では、同性同士や男性役女性役の性別は問いません。但し、服装規定は遵守のこと。

　☆ 区分19～23は、東北ブロックランキング、年齢別ランキング認定対象競技です。但し、未登録選手、東北ブロック外選手はランキング対象外となります。

自由 正装

自由 正装又は平服

　　 練習着とは、ワイシャツやブラウスにダンス用のスラックスやスカート等のダンスに適した服装を指します。ネクタイは自由。

　　 Gパン、ジャージ、Tシャツ等は不可。　　推奨フィガーはJDSFのホームページで確認できます。

　第19回宮城県ダンススポーツ石巻大会 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　≪ＤＳＣＪ公認番号　 NO　  　　　  　　≫

  ★　開 催 日　平成29年６月25日(日)  開場 AM8:00　開会式 AM8:45　競技開始 AM 9:00

  ★　会 　場    石巻市河北総合センター・ビッグバン　 　宮城県石巻市成田字小塚裏畑54　℡　0225-62-1120  空調設備　無

  ★　交　 通　  三陸自動車道河北ＩＣより車で5分。ＪＲ仙石線石巻駅から車で20分。

                     選手受付　　全区分受付　８：10　～　８：40       スタンダードのみ　10:00～10:30

正装又は平服

  ★　主　 催　  宮城県ダンススポーツ連盟　　　           ★　主　管　  宮城県ダンススポーツ連盟石巻支部　

ＤＳＣＪ  A級以下 登録選手

ＤＳＣＪ Ｂ級以下 登録選手

ＤＳＣＪ Ｃ級以下 登録選手

ＤＳＣＪ Ｄ級以下 登録選手

　　　　　　　　同封し申込む事。なお、区分19～26に出場の方は、リーダー・パートナー共に選手登録証のコピーを添付してください。

Otsuka
タイプライターテキスト
170620




