
第33回秋田県ダンススポーツ大会（全日本オープン）
【JDSF公盟番号220922】

≪東北ブロックランキング及び年齢別ランキング認定対象競技会≫
◆　開催日時　　令和4年9月25日（日）　開場　9　時　競技開始10　時　終了予定17時
◆　選手受付　　　9　時10　分～　9　時　40　分　　スタンダードのみの場合10　時　30　分～11時00　分
◆　会　増　　　金沢孔城館（金沢公民館）【聖職設備蕪】

〒013－0814秋田県横手市金沢中野字長持213－1TELO182－37－2111

◆　主　催　　　秋田県ダンススポーツ連盟
◆　後　援　　　秋田県・横手市・（公財）秋田県スポーツ協会“（一財）横手市体育協会
◆　協　賛　　　秋田酒類製造株式会社
◆　入場料　　無料（プログラム希望者には300円で販売）
◆　エントリー手続料　区分1－22は各4．000円、区分23－26は各2．000円（重複出場可）

＊エントリー手続料の払戻しは致しません。

◆　審　判　員　JDSF公認審判員　7名
◆　申込締切　　令和4年9月2日（金）必着
◆　申込み方法　県、サークル単位でも個人でも申込み可。　郵送またはE一maIIで申込みOKです。（FAX不可）

※JDSF標準申込書（A4）を使用し、会員登録証の写しと郵便振替払込票の写しを添付すること。
※必ず、申込み者と連絡の取れる電話番号を簡裁すること。

◆　申込先　　　〒010－1414秋田県秋田市御所野元町二丁目4－11（大会事務局）携帯番号090－3644－2647

問い合わせ　E－maiItf33d5＠bmabigiobe．neJp　　　　　　　　今　秀昭　宛

◆　振込先　　　郵便振替口座02220－6－143675　口座名義　JDSF秋田
◆　競技内容　　出場組数がJDSF規定組数に満たない場合は、参考競技とさせていただきます。 
区分 �略称 �競技名称 �種　目 �フイガー �服　装 �昇降級 �出場資格 
1 �JAS �JDSF　A級戦　スタンダード �WT（∨）FQ �自由 �正装 �有 �JDSFA銀以下登録選手 注1・注4 

2 �JAL �JDSF　A級戦　ラテン �SCRP（J） 

3 �JBS �JDSF　B級戦　スタンダード �WTF（Q） ����JDSF　日銀以下豊能手　注4 

4 �JBL �JDSF　B級戦　ラテン �SCR（P） 

5 �JCSl �JDSF　C級戦　スタンダード1 �W（T）Q ����JDSF〇線以下登録選手　注4 

6 �JCS2 �JDSF　C級戦　スタンダード2 �（W）TF 

7 �JCLl �JDSF　C級戦　ラテン1 �C（R）P 

8 �Jc1，2 �JDSF　C級戦　ラテン2 �S（c）R 

9 �JDS �JDSF　D級戦　スタンダード �WQ ����JDSF　D銀以下登録選手 

10 �JDL �JDSF　D級戦　ラテン �CP 

11 �MAS �シニアⅡ　A級戦　スタンダード �WFQ ����JDSFSHA鍛以下登録選手 迎える奮 

12 �MAL �シニアⅡ　A級戦　ラテン �SRP 

13 �GBS �シニアⅢ　B級戦スタンダード �TF ����JDSFSⅢ日録以下登録選手 遭える看 

14 �GBL �シニアⅢ　B級戦　ラテン �SR 

15 �GCS �シニアⅢ　C級戦　スタンダード �WT ����JDSFSHc鍍以下重縁遍手 遭える看 

16 �GCL �シニアⅢ　C級戦　ラテン �CR 

17 �RAS �シニアⅣ　A級戦　スタンダード �WT ����JDSFSⅣA餓以下豊鯨選手 遭える看 

18 �RBS �シニアⅣ　B級戦スタンダード �WT ����JDSFSⅣB級以下豊開手 おえる脅 

19 �XBHS �年齢別ランキングシニアⅢスタンダード �WQ ���無 �カップル　注2注3注5 

20 �XBⅢL �年齢別ランキングシニアⅢラテン �SC 

21 �XBⅣS �年齢別ランキングシニアⅣスタンダード �WF ���� 

22 �XBⅣ」 �年齢別ランキングシニアⅣラテン �SR 

23 �XTOS �粛清水杯争奪　スタンダード選手権 �WT ��正装又は 平服 �� 

24 �XTOL �高清水杯争奪　ラテン選手権 �CR 

25 �FTS �高清水杯争奪　しみずの舞スタンダード �WT �平島標目回文 は複葉ブイ ガー ���女峰同士可、会員外可 

26 �FTL �粛清水杯争奪　しみずの舞ラテン �CR 
“競技会の ��音楽はJDSFオル‘ナルCD“DanceSport”シリーズを使用しています。 

注1区分1－2は東北ブロックランキング戦機です。優勝者にはオナーダンスをお願いします。
注2区分19－22は東北ブロック年齢別ランキング認定対象競技です。リーダー“パートナー両方の年齢の記載及び選手証の

添付をお願いします。
注3出場資格の年齢は2022年12月31日現在の満年齢となります。
注4（）の種目は最終予選より罷っていただきます。
注5区分19－22及び区分23－26は女性同士のカップル、JDSF未登録選手（会貝外も含）出場可です。

但し未登録及びブロック以外の選手はランキング対象外です。



【注意事項】
1）女子選手のヒールカバーは新品を裳若しチェックを受けること。会館内は土足厳執こつき上履きを持参すること0

2）会場内でIま、衣裳ケース、カート等iま絶対に引きずらず持ち運びしてください。

3）指定場所以外での飲食を禁止します。ゴミは各自お持ち帰りください。

4）大会中に発生した事故の応急処置は行いますが、その後の処置には責任を負いかねます。

5）大会に関するメディア等の舗道に選手の名前、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。

6）ホームビデオ賓で撮影した映像、音楽のコピーの配布及びインターネットへの配布、投稿を禁じます。

7）出場選手一覧、織機成績結果がJDSFホームページ、噺聞執こ記載される尊を了解の上、出場申込みをしてください。

【噺型コロナ盛築防止のためのお餓い・注意事項】
I）大会出場に鰭し、ご自身の健康状態の確認・管唾を徹底し、自己責任での出場をお願いします。

当日集線されている方の田鶴はご遠慮下さい。

2）受付暗、競技会増大鶴崎等、会場に出入りする隙はこまめな手指消毒と手洗いをお肌、します。

3）盛室は敷物の間隔を広Ifて敷いて下さい。主催者の指示内容を遵守協力願います。

4）出場に語してiま、尊日頃から患染予防に努め、会場でi身パートナー以外の方とは組まないようにお餌いします。

5）同居家摸・知人に嘘無音や慮食の競いがある場合は、出樹をご遠慮下さい。

6）大きな声での全編、応援尋をしないで下さい。必要以上に会場に留まらないようにお願いします。

7）餓機中以外はマスクを着用願います。

8）受付にて機温、及び健康チェックシートの提出をお願いします。
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〟雷顔に忠人B的Iた銅入館紺は．タンススポ」ツの荻援男を目的とする全局笠置（党路線を含む）、瑚籍蛋及び離する事業に舘する
事業伯する遼鯛・統合並l〟ニ会離争鯛の鰐供、亀倉偽」テ左脇、競技会笥）．オリジナルグッズ鹿右筆筋請想像、虐ス会の
ゐ紋iのE〟以外には勅勘Iたしません。
著しくは水「ムページ絡乾のI鰍筋舘の倣鮫につllてJ孝二磨ください。

1　　競技会名称　　Il　　　　　　公認番号（　220922　） 

JDSF競技会エントリーシート 　（JDSF棺準模式） �������第33回秋田県ダンススポーツ大会全日本オープン 

軸」畦営三園888園園臨書臨書…音音8888■漢！長蝦量組曲 

l　　　太線枠内は必要事項です ������ �2022／9／25 ���9月2日　l　　　　　　　　　円 

申　　込　　団　　体　　名 �������賞：　儒　　者 
l竃i∴∴i応 ��� 

氏　　　名 ��� 

競技区分　111　2　1　3　1　4　1　5　1　6　1　7 ����������8　1　9　110　111112　113 

略称 ��JAS �JAL �JBS �JBL �JcSl ��JcS2 �JCJl �JcL2 �JDS �JDL �MAS �MAL �cBS 

区 �1141151161171181191201211221231241251261 

JDS � �GBL �GcS �GcL �RAS �RBS ��XBⅢS �XBHL �XBⅣS �XBⅣし �XTOS �XTOL �FTS �FTL 

リ　ー　ダ　ー �年　齢 �選手電線贈号 � 
フリガナ � � � 

氏　名 

パートナー �年　齢 �選手登綴晴」冒 � 
フリガナ � � � 

氏　名 

」　リ　ー　ダ　ー　　めi賓　i 

登録清の紺相手とエントリーする鋤合はリーダーのみで可 

JDSF全国研一淑選手I登録証 � 

コピー貼り付け 

バーコード必要 

↓カップル輔′く－トナー？IYeaiNo 

′1－トナ－　　　　i 

登録虜の組柏手とエントリーする場合はリーダーのみで可 

登録演の組相手以外とエントリーする場合はパートナーは必須 

JDSF全国醗一級選手豊穣1証 � 

コピー貼り付け 

バーコード必要 



※当日、2名分（カップル分）を必ず受付時に提出してください。

新型コロナ感染防止のための参加者健康チェックシート

参加者の安全確保のため、又、ダンススポーツの健全な普及発展のために皆様のご協力をお願いします。

感染者が発生した場合、施設の立地する自治体の衛生部局と当日参加者へ、報告と連絡の資料となります。

（この資料は個人情報の取り扱いに十分注意し、大会責任者が管理し、最終的には責任を持って処分します。）

1 �車名（フリガナ） l �†年齢又は年代 i �ipSF会員番号 

i住所；千　一 l l �i皿 iE・man 

匠属加盟団体（企業名：出店業者の方） ） �i①選手 i②審判員 i③大会役員 �i④出店業者 ‡⑤その他 （（） 

2 �！本日の健康状況等（症状によっては、参加を遠慮いただく場合があります） 

・①　朝の体温※平熱を超える発熱（おおむね37．5度以上）はありませんか？ ��1　　　　　　　度 

i②咳・喉の痛みなどの症状はありませんか？ ��有　・　無 

i③同居の親族や身近な方に、「新型コロナウイルス感染症陽性者」もしく ��i i　有・無 

は感染が疑われる方はおられますか？ 

i（D　倦怠感（だるい感じ）、息苦しさはありませんか？ ��有　・　無 

i⑤嘆賞・味覚の異常はありませんか？ ��i　　有・無 

i⑥過去14日以内の海外渡航歴、又は海外在住者との濃厚接触はありませ ��i　有”無 
iんか？ i i ��幸有の場合、国・地域名 圭（　） 

3 �i参加者注意事項（厳守願います） 

i①施設利用において、主催者、施設管理者の指示に従い、参加者全員の安全に留意する。 

i②選手がフロアーで演技をする場合を除き、熱中症に配慮して原則マスクを着用する。 

i③　こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒をする。 
－④他の参加者、主催役員、スタッフとの距離（2m程度、最低1m）を確保する。 

1⑤　大声での会話はしない。応援等はしない。必要以上に会場に留まらない。 

！⑥飲食は指定の場所で行い、周囲の人と距離を保ち対面を避け、会話を控えめにする。 

i⑦ごみは各自が持ち帰る。特に鼻水、唾液等が付着または、付着の可能性のあるごみは、ビニール袋に 

入れて密閉し、施設内や途中経路に廃棄しない。 

i　忘れ物をしないよう、撤収時身の回り品を確認する。 
i衣類、ハンカチ、タオル等、落とし物、忘れ物は、感染予防のために原則破棄となります。 

i⑧競技中体調不良を感じた場合、無理せず速やかに主催者に連絡し、参加を継続するか協議する。 

i終了後2週間以内に「新型コロナウイルス感染症」を発症した場合は、主催者に対して速やかに 
報告する。 

私は、上記感染防止策の意義を理解し、安全に配慮して参加します。

2022年　　月　　日　　氏名（自署）




