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第４２回三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権（一日目） 

第５回三笠宮杯全日本ＰＤダンススポーツ選手権（毎日新聞社杯 併杯） 
全日本シニアⅠダンススポーツ選手権 

Ｕ－２５オールジャパン・ダンススポーツカップ 
ＪＯＣジュニアオリンピックカップ全日本ダンススポーツ選手権ジュニア 

毎日新聞社杯全日本ダンススポーツ選手権ジュブナイル 
（ＪＤＳＦダンススポーツランキングポイント取得競技会・ＷＤＳＦ世界選手権代表選考） 

 （ ＪＤＳＦ公認 221113 ）（ ＰＤ公認 P21101 )  
  

開催日時  ２０２２年１１月１９日（土） １１：００～１９：３０  開場 １０：１０ 

会  場  川崎市とどろきアリーナ  神奈川県川崎市中原区等々力１－３ 
        ※空調設備 有り。 

※会場施設内に駐車場はありません。近隣の有料駐車場をご利用ください。 
        （交通機関）電車：JR線、東急線、「武蔵小杉」駅下車北口1番乗場よりバス7分 「とどろきアリーナ前」下車 
                 又は JR線 武蔵中原駅より徒歩15分 
主  催  公益社団法人日本ダンススポーツ連盟 
共  催  川崎市 
特別協賛    
特別後援  毎日新聞社（申）  
後  援  スポーツ庁（申）・神奈川県（申）・（公財）日本スポーツ協会（申）・（公財）日本オリンピック委員会（申） 
入 場 料  有料(有観客) ※チケット・入場料は、第４２回三笠宮杯特設サイト(https://www.jdsf.or.jp/event/mikasa2022/ )を 

ご確認ください。 

競技内容 
日
付

区
分

略
称

昇降
対象

競技名称 種目 服装 出場資格

1 XAS 無 三笠宮杯最終選考会 St
WT(FQ)
(決勝戦4種目)

正装

2 XAL 無 三笠宮杯最終選考会 La
SC(RP)
(決勝戦4種目)

正装

3 SAL 有 全日本シニアⅠダンススポーツ選手権 La
SCRP
(最終予選よりJ)

正装
2022年末の満年齢が35
歳以上と30歳以上の登
録選手

4 IAS 有 全日本ダンススポーツ選手権 St
WTFQ
(最終予選よりV)

正装 ※１参照

5 PDL 無
全日本ＰＤダンススポーツ選手権

毎日新聞社杯　併杯
La SCRPJ 正装 ※２参照

6 XUS 無
Ｕ－２５オールジャパン・

ダンススポーツカップ
St

WT
(準決勝よりFQ)

正装
2022年末の満年齢が25
歳以下

7 XJS 無
ＪＯＣジュニアオリンピックカップ

全日本ダンススポーツ選手権
ジュニア

St
WTFQ
(最終予選よりV)

ジュニアⅡ
規定による

2022年末の満年齢が15
歳以下

8 XVS 無
毎日新聞社杯

全日本ダンススポーツ選手権
ジュブナイル

St
WQ
(決勝よりV)

ジュブナイル
規定による

2022年末の満年齢が11
歳以下の登録者

三笠宮杯出場権の無い
JDSF登録選手カップル
及び未登録選手を含む
カップル（組相手のど
ちらかが2022年末の満
年齢が15歳以上

三
笠
宮
杯

1
1
月
1
9
日

(

土

)

 
※1 区分４出場資格は、シード選手及び各ブロックと学連の選抜選手で組相手のどちらかが2022年末満年齢15歳以上の登録選手 

及びＪＤＳＦ推薦選手に加えて、１１月１９日（土）の最終選考会 区分１で選出された選手。 
区分4決勝の(V・F)では、各組毎にソロダンスを行ないます。また、新審判方式により順位を決定します。 
（詳細はJDSFホームページを参照）。 

  ※２ 出場組数はランキングと申込順で２４組までに制限されます。なお、出場希望の方は事前にＰＤアスリート委員会で出場資格を 
確認のうえお申し込みください。 

 

【新型コロナ感染防止徹底のための出場（入館）条件】 

①全ての入館者は、マスク着用の上、所定の様式に記載された健康チェックシートを持参して受理されるとともに、入館時の体温測定で
37.5度未満であると確認された人に限ります。※土・日の両日参加の方は2枚提出必須。 

②入館後も、当日の安全対策基準や安全対策上の指示に従わない方は退館していただく場合があります。 
③食事の際は黙食にご協力ください。 
④使用したペットボトル、交換したマスク、弁当箱その他のゴミは、各自でゴミ袋を持参し必ず自宅まで持ち帰ってください。 
⑤こまめな手洗いと手指アルコール消毒にご協力ください。 

https://www.jdsf.or.jp/event/mikasa2022/
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⑥会場内の密集を避けるため、審判結果の貼り出しは行いません。ホームページに即時UPしますのでスマホをお持ちください。（WiFiは
繋がりにくいことが予想されますので、ご自身のキャリアによる通信をお勧めします。） 

⑦大会後は感染予防のため、すみやかにご自宅にお帰り下さい。帰路での打ち上げや多人数での食事会などはお控えください。 
⑧厚労省の感染者接触アプリ COCOA の早期インストールを強く推奨します。COCOA より陽性者との接触通知が来た方は、アプリの画面に
従って下さい。またその旨をすみやかにJDSF事務局へ申告し、PCR 検査が必要となります。 

⑨日頃より三密を避け、体調管理を行い、感染予防行動に努めてください。 
※感染拡大に伴い緊急での指示がHP掲載やメールにて通知されます。各自、対応できるように意識して確認してください。 

 
補足説明 
1） 各選手権の優勝者は、２０２２年度全日本チャンピオン、全日本ジュニアチャンピオン、全日本ジュブナイルチャンピオンと呼称されます。 
2） 全日本選手権ジュニアについて、男女共又は男女のうちどちらかが、２０２２年末の満年齢について１１歳～１４歳となる選手は、成績 
 により２０２３年ＷＤＳＦジュニア世界選手権の派遣代表選手資格が得られます。 
3） 区分４においてグランプリ規程によるシード選手は、1次予選が免除されます。 
4） 区分８の全日本選手権ジュブナイルでは、WDSF Syllabusのフィガーを遵守ください。 
  ※「WDSF Syllabus」又は右記URLで検索(http://www.worlddancesport.org/Rule/Athlete/Competition/Syllabus) 
5） 選手受付時間・競技開始時間・・・エントリー締切り後（大会の１週間前を目途に）特設サイト等でご案内します。 
6） 本大会は日本ドーピング防止規程の対象競技会です 
7） 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責任で処置願います。 
8） 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に帰属しま 
 す 

 
【エントリー方法及び手続料】 
1） エントリー締切日 １０月７日（金） 
2） 最終選考会について 
  エントリー手続料1区分７,０００円および三笠宮杯本戦エントリー手続料1区分７,０００円の合計金額。なお、未登録選手を含むカップル 
  は1区分１０,０００円及び三笠宮杯本戦エントリー手続料１０,０００円の合計金額。本戦への出場権が得られなかった場合、本戦出場料の 
  差額等を現金にて当日返金します。※区分１と区分２の重複エントリー・出場は可能です。 
3） 申込後のエントリー区分変更は認められません。また納入したエントリー手続料の払い戻しは行いません。 
4） エントリー手続料の振込先  
 ①【ゆうちょ銀行からの振込み用記号・番号】 
  郵便振替  （口座記号番号） ００１４０―３―３００４１９ 
  （加 入 者 名） ＪＤＳＦ三笠宮杯（ジェイディーエスエフミカサノミヤハイ） 
  ※通信欄に、 三笠宮杯のエントリー手続料、 ○○○区分に出場とお書き下さい。 
 
 ②【他金融機関からの振込み用口座番号】 
  ゆうちょ銀行 〇 一 九 店（ゼロイチキュウテン） 当座０３００４１９ 
  （加 入 者 名） ＪＤＳＦ三笠宮杯（ジェイディーエスエフミカサノミヤハイ） 
  ※通信欄に、 三笠宮杯のエントリー手続料、 ○○○区分に出場とお書き下さい。 
 
5） エントリー手続料（１区分につき） 
  ・区分１・２・４・６は ７,０００円（ＪＤＳＦ未登録選手を含むカップルは１０,０００円） 

・区分３・５は     ７,０００円 
  ・区分７・８は     ５,０００円 
6） 競技会出場者一覧表及び競技成績結果がＪＤＳＦホームページに掲載されることを了解の上で、エントリー申込みしてください。 
7） ＪＤＳＦ選手登録されている方は、ＪＤＳＦ公認競技会日程サイト(https://adm.jdsf.jp/)よりＷｅｂエントリーで申し込みください。  
  要注意：特記事項欄に「大会中止時エントリー手続料返金振込先（必須）」をご記入ください。 
  要注意：２日目のエントリー手続料と合算して振り込みをされる場合は、特記事項欄に「２日目のエントリー手続料と合算して振込」と、 
      入力してください。 

※Ｗｅｂエントリーの場合、事前にオンライン会員登録が必要です。 
・オンライン会員登録方法は、利用ガイド(https://adm.jdsf.jp/uploads/guide/RiyouGuide.pdf)参照のこと。 
・Ｗｅｂエントリー方法は、操作ガイド(https://adm.jdsf.jp/uploads/guide/SousaGuide.pdf)を参照のこと。 

8） ＪＤＳＦ会員登録をされていない方。ＪＤＳＦ未登録選手の方は以下専用フォームのURL、又は二次元バーコードから入力してください。 
  ・１１/１９（土）専用Ｗｅｂフォーム(https://forms.gle/56m3Y4LH5kMEzijZ7) 
   ※２日目の入力フォーム・二次元バーコードは２日目のシラバスにて確認願います。 
 
 
 
 
 
 
 
お問合せ・・・・・・三笠宮杯大会事務局 （公社）日本ダンススポーツ連盟内 

〒１３５－００６３ 東京都江東区有明３－４－２ 有明センタービル１階 
Mail ：MainEvents@jdsf.or.jp 
Tel ：03-6457-1858 ※受付時間10時～17時（除く土・日・祝日） 
Fax ：03-6457-1857 

http://www.worlddancesport.org/Rule/Athlete/Competition/Syllabus
https://adm.jdsf.jp/
https://adm.jdsf.jp/uploads/guide/RiyouGuide.pdf
https://adm.jdsf.jp/uploads/guide/SousaGuide.pdf
https://forms.gle/56m3Y4LH5kMEzijZ7
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住　所：〒　　　－

所属加盟団体（企業名：出店業者の方） ①選　　手 ④出店業者

②審 判 員 ⑤保護者

③大会役員 ⑥その他(　　　  　)

ワクチン接種回数

該当する回数に〇を付けてください。

　　　　　　　　　度

有　・　無

有　・　無

有　・　無

有　・　無

有　・　無

※有の場合、国・地域名

　　(　　　　　　　　)

　　保護者氏名

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？

②    咳・喉の痛みなどの症状はありませんか？

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

氏名(フリガナ)

　※予め必要枚数をコピーの上、当日入館する方全員、提出してください

⑧    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。

終了後10日以内に「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。

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。

年齢又は年代 JDSF会員番号

℡

0回　　　　1回　　　　２回　　　　3回　　　　4回

E-mail

※ジュニア、ジュブナイルに参加の方は保護者の方の署

名をお願いいたします。

     入れて密閉し、施設内や途中経路に廃棄しない。忘れ物をしないよう、撤収時身の回り品を確認する。

     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。

③    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」もしくは

　  感染が疑われる方はおられますか？

④    倦怠感(だるい感じ)、息苦しさはありませんか？

⑤    嗅覚・味覚の異常はありませんか？

⑥    直近に海外渡航歴、又は海外在住者との濃厚接触はありませんか？

　　　　　　　　　　２０２２年　 　月　 　日　　　氏名

3

参加者注意事項（厳守願います）

①    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。

②    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。(不織布指定)

③    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。

⑦ 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

⑤    大声での会話はしない。拍手で応援してください。必要以上に会場に留まらない。

 
 
 
 
 
 


