
 

                                                                                                                                

1. EAST 通信 摘要 

2. 9/4JPBDA ﾜｰﾙﾄﾞ 10 ﾀﾞﾝｽ代表選考会 Ａﾘｰｸﾞ部締切日・8/6(土)必着 

3. 9/25JDC ジャパンオープン Ａﾘｰｸﾞ部締切日・8/20(土)必着 

4. 10/16 三笠宮杯全日本ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ選手権大会・申込書 Ａﾘｰｸﾞ部締切日・9/7(水)必着 

5. JDSF 関係競技会日程表 最新日程表 

6. 2005.JDC 後期日程表 最新日程表 

7. 2005.JPBDA 後期日程表 最新日程表 

8. 東京都 DSC.会員全員三笠宮杯チケット販売の件 東京都 DSC のみ 

9. 神奈川県 DSC.05 年県会費の件 神奈川県 DSC のみ 

10.千葉県 DSC.講習会･練習会 千葉県 DSC のみ 

11.技術講習会・JDSF 公認指導員 ABC 級研修会 参加費(2000 円)引落し 

12.三笠宮杯チラシ  

13.広告・ロビンフット  

14.広告・タカダンスファッション  

15.広報誌かながわ 神奈川県 DSC のみ 

16.ダンスダンスダンス 35 号 冊子 

☆内容   
2. 9/4JPBDA ﾜｰﾙﾄﾞ 10 ﾀﾞﾝｽ代表選考会 

 “2006 年ワールド 10 ダンス代表選考会”となっておりますが、昇降級はありません。同封のシ

ラバスを参照して下さい。 

 

3. 9/25 JDC ジャパンオープン  

日時：平成１7年 9月 25 日（日） 

場所や締切等詳しい内容は、シラバスを同封致しましたので参照して下さい。 

 

4. 10/16 三笠宮杯全日本ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ選手権・B5 標準様式 

10 月 16 日開催の第 25 回三笠宮杯全日本ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ選手権大会は、シラバスと申込書を同封し

ました参照して下さい。東京都連盟主催の競技会の他、第３回 JDSF ダンススポーツコングレス

などと合わせて、東京体育館に全国からダンスファンが集う祭典「ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ in 東京

2005」として企画されています。チケットなどは各県連盟・DSC、もしくは三笠宮杯事務局まで

お問い合わせください。（三笠宮杯会員特別前売り券 AA席：6,000円、AB 席：4,000 円、B自由席：2,500円） 

Shall we ダンスオープンに出場される組は連絡下さい、シラバスと出場専用申込書を一緒に

お送りいたします。  

※ 前日に開催の「10/15 ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ in 東京 2005」は、JDSF 関係競技会日程表に記載され

ておりますが、Ａリーグ部事務センター締切りは、9/9(金)です。 

 

社団法人日本ダンススポーツ連盟 
 東部ブロックＡリーグ部 事務ｾﾝﾀｰ 

No.2005-04 (2005.07.14)  TEL 03-3495-1700  FAX 03-3495-1701 

 ☆今回は、下記の資料などを同封しました。内容についてご確認ください。 
 

ＥＡＳＴ通信 
       



 

5. JDSF 関係競技会日程表 

今後変更などもあり得ますので、公式には JDSF ホームページ（http://www.jdsf.or.jpより競

技会日程、DSCJ 全シラバス）または JDSF の FAX 情報サービス(03-5434-7679)などの参照をお願

いします。                      日付の一番新しいものを参考にして下さい。 

              

6. 2005.JDC 後期日程表 

    現在の後期日程表です。変更や訂正がある場合には、EAST 通信でお知らせ致しますので、必ず

最新の日程表を参考にして下さい。 

 

7. 2005.JPBDA 後期日程表  

 現在の後期日程表です。未定の部分がありますので今後の EAST 通信等にご注意下さい。  

              
8. 東京都 DSC.会員全員で三笠宮杯チケット販売を実施する件 

東京都 DSC 会員へ、東京 DSC 総会決定に基づき何度かお知らせしてきましたチケット販売活動

です。別紙をご覧ください（重要）。  

              
9. 神奈川 2005.DSC 会費徴収について 

神奈川県 DSC 会員に、文書が同封されておりますのでご参照下さい。  

      

10. 千葉県 DSC.講習会･練習会 

   千葉県 DSC 会員のみに案内しております。 

 

11. 技術講習会・JDSF 公認指導員 ABC 級研修会 

   今回は、技術講習会及び指導員研修会の申込書を同封し、参加費を口座より自動引落しを致し

ます別紙参照下さい。 

 

12. 三笠宮杯チラシ 

13. 広告・ロビンフット 

14. 広告・タカダンスファッション 

15. 広報誌かながわ 

16. ダンスダンスダンス 35 号 

 

☆事務センターからのお知らせ  

 

Ａリーグ部事務センターの夏休みは、8/12（金）～8/16（火）迄です。試合の申込み 

その他変更等は、お早めにお願い致します。 

 

① 選手権の案内 

8/28(日).千葉県ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ選手権大会.船橋市総合体育館(船橋アリーナ) 

1・8 区分に奨学金が出ます。千葉県の方は千葉県代表選考大会です奮って参加して下さい。 

9/11(日).JPBDA ｽｰﾊﾟｰﾀﾞﾝｽﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ選手権大会.大阪府.ホテル阪急ｴｷｽﾎﾟﾊﾟｰｸ 

    前回 EAST 通信でシラバスを掲載済ですが、招待基準のお知らせの連絡がありました。 



 

対象組は次の通りです、優遇措置がありますので再度シラバスを確認して下さい。 

※ 前年度スーパーダンス決勝入賞者 

※ 2004 年度ダンススポーツランキング 12 位迄 

 

11/6(日).第７回東部ﾌﾞﾛｯｸ選手権大会.長野市ホワイトリンク 

    1・2 区分は、東部ﾌﾞﾛｯｸﾗﾝｷﾝｸﾞ対象競技であり賞金も出ます。 

※ 各級別の開催状況については，ＪＤＳＦホームページ下記でも確認できます。 

（http://www.jdsf.or.jp/kyougi/2005/05jdsfcals-2.html） 

 

②〔重要〕各種変更の場合（サークル・協賛教室・学連） 
移籍・カップル変更・住所変更・氏名変更その他変更があった場合各所属とＡリーグ部事務セ

ンターと両方に FAX・郵送をして下さい。現在サークルのみに届けを出し、Ａリーグ部の内容が

変更されていない為、受付等不都合が出て来ます。Ａリーグ部事務センターのシステムも変更致

しますので、必ず両方にお願い致します。 

 

③ 総合型地域ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞﾏﾈｰｼﾞｬｰ認定養成講座の開催 

   地域スポーツクラブ運営の協力者として貢献される人材を育成する制度です。申込み希望者は 

  Ａリーグ部に FAX 等で連絡を頂き、Ａリーグから申込用紙及び詳細資料を郵送致します。 

※ 開催日 ：11 月 19 日(土)・20 日(日) 

※ 開催場所：福島市土湯温泉｢ホテル向瀧｣ 

※ 締切人数：Ａリーグ東部 10/13・全体で先着 80 名 

 

④ 競技会申込書の記載不備等について 

競技会出場申込に際し、認定証の貼り忘れ・大会名の不記載・出場不可区分への申込等が大変

多くなっております。これらについての確認や連絡は事務センターの執務時間内(11 時～17 時)
に行いますが、連絡が取れないことが多く大変困っています。電話番号を変更した方や携帯を持

っている方は申込用紙に記載して頂くか、ＦＡＸ等で事務センターまでお知らせ下さい。また記

載不備により、受付ができなかった往復ハガキの申込については、返信部分をそのまま郵送して

返却致しますのでご了承下さい。 

     

⑤ 返信用封筒を同封しなかった場合の取扱について 

競技会により、申込時に返信用封筒の同封が求められているものがありますが、返信用封筒の

同封が無い場合には、事務負担軽減の為、事務センターで返信用封筒を作成し、切手代、封筒代、

作成手数料として３００円を口座引落として徴収しておりますのでご了承ください。また不必要

な返信用封筒等が事務センターに送られてきた場合には、処分させていただきますのでこの点も

ご了承下さい。 
 

※ 東部ブロックＡリーグ部事務センター・受付締切日・申込用紙の違い 

        JDSF 主催大会は B5 標準様式 ・・・・主催者締切日の 1 週間前 (約 5 週間前) 

            JDC 主催大会は専用往復ハガキ ・・・試合日の３週間前厳守 

            JPBDA 主催大会は専用往復ハガキ ・・試合日の３週間前厳守 

     



 

⑥ 指導員研修会の案内 

   ※ 追加や訂正がありますのでご注意下さい。 

 開催日 時  間 開催県 場    所 A B C 

確定 05. 7.18  10～16     千葉県  船橋アリーナ多目的室       ○ ○ ○ 

確定 05. 7.24  10～16     愛媛県  内子町文化伝習センター        ○ ○ ○ 

確定 05. 7.24  10～16     沖縄県  那覇簡易保険レクセンター           

確定 05. 7.31   9～16    大阪府  大阪市西成区民センター        ○ ○ ○ 

確定 05. 7.31  10～16:30 静岡県 静岡県コンベンションアーツセンター ○ ○ ○ 

確定 05. 8. 6 18:30～20:30 東京都 新宿コズミックスポーツセンター ２Ｆ大体育館 ○ ○ ○ 

確定 05. 8. 7   9～16:30   茨城県  ワークプラザ勝田 多目的ホール     ○ ○  

確定 05. 8. 7  10～16     新潟県  三条市綜合福祉センター        ○ ○ ○ 

確定 05. 8.28   9～16:30   茨城県  ワークプラザ勝田 多目的ホール       ○ 

確定 05. 8.28 10～16:40 栃木県 宇都宮市城山地区市民センター   ○ 

確定 05. 9. 4  10～16     東京都  北区滝野川西区民センター        ○ ○  

確定 05. 9.11   9～17     神奈川県 横浜女性フォーラム(男女共同参画センター横浜）   ○ 

確定 05. 9.19 14～21 群馬県 伊勢崎市民プラザ   ○ 

確定 05. 9.25   9～17     神奈川県 横浜女性フォーラム(男女共同参画センター横浜） ○ ○  

確定 05. 9.25  10～16     東京都  西東京市スポーツセンター 第二体育室       ○ 

確定 05.10. 2  10～16     東京都  立川市柴崎市民体育館 第二体育室        ○ ○ ○ 

予定 05.10. 15  13～18 東京都 東京体育館サブアリーナ ○ ○ ○ 

確定 05.10.30  10～16     東京都  町田市立総合体育館 小体育室          ○ 

確定 05.11.20  10～16     東京都  府中市立総合体育館 小体育室          ○ 

確定 05.11.23   9:30～17   埼玉県  埼玉県県民活動総合センター        ○ 

※ 採点管理長・支援システム講習会 

開催日 時  間 開催県    場    所 対象者 

採点管理長  8.20 9.30? 16.10 東京都 新宿スポーツセンター２F 大会議室 県連 3名以内 

支援システム 7.23 9.30? 16.15 東京都 新宿スポーツセンター２F 大会議室 県連 3名以内 

※ 新規・昇級指導者講習会、試験日 

開催日 時  間 開催県     場    所 対象者 

机上講習 10月 23日 9? 17 神奈川県 大和市 大和スポーツセンター C級 

実技講習 11月 13日 9? 17 神奈川県 大和市 大和スポーツセンター C級 

試験    11 月 20日 9? 17 神奈川県 大和市 大和スポーツセンター C級 

 

※  前回 EAST 通信で案内済みの、7/30.7/31 Ｂ級昇級指導員講習会に対しての試験が、8/6 調布

市味の素スタジアム体育室にて、行われますので対象者は予定して下さい。 

 

※ 持参物･･･公認指導員証明書・指導員教程・筆記用具・服装ｼｭｰｽﾞ類はシラバスに従って下さい。 

※ その他･･･ヒールカバーの着用・昼食各自で用意・研修費は未定 

 

※ ＥＡＳＴ通信は２ヶ月に一度位の発送を予定しています。皆様にとって重要な情報が記載され

ておりますので、よくお読み戴きますようお願い致します。            以 上 


