
 

 
東アジアオリンピック「東アジア競技大会」が 11 月 5 日にマカオで開催され、ダンススポーツ 

競技についてもトップ選手がＪＯＣより日本代表選手団の一員として派遣され、大活躍しました。 
金メダル５個、銀メダル２個、銅メダル２個を取得し、君が代を５回も聞くことができました。 
活躍されたＤＳＣ選手の皆さん、おめでとうございました。ダンススポーツの歴史に残る快挙です。

詳細については今後の広報にご期待ください。 
 

 

 
重要 2006 年度から西部ブロックのプロ主催の大会は、口座引落しとなりました。ついては締切日

は厳守、締切り後の受付は不可能です。JDSF 日程表の申込様式に、当日支払いと記載されて

おりますが全て引落しに変更となりました。ご注意下さい。 
 
☆内容     

2. 2/12.JDSF 全日本選手権 10 ダンス大会・DSCJ 標準様式 

3. 2/26.JDC アジアオープン・ダンス選手権大会 

4. 3/19.IDSF 第 8 回東京インターナショナルオープン選手権大会 

5. 3/26.JPBDA.NBDA 主管アジアンワールドスターズ 

  ･ シラバスを同封致しましたので、参照の上 締切日・出場料・出場資格等を確認し申込み下さい。

未記入の DSCJ 標準様式(B5 申込書)を同封致しましたので、コピーをしてご利用下さい。 
 ★現金は事務センターに、絶対におくらないようにお願い致します。 

1. EAST 通信  

2. 2/12.JDSF 全日本選手権 10 ダンス大会・DSCJ 標準様式 Ａﾘｰｸﾞ部締切日・06/1/14 (土)必着 

3. 2/26.JDC アジアオープン・ダンス選手権大会 Ａﾘｰｸﾞ部締切日・06/1/16 (月)必着 

4. 3/19.第 8回東京インターナショナルオープン選手権大会 Ａﾘｰｸﾞ部締切日・06/2/9  (木)必着 

5. 3/26.JPBDA.NBDA 主管アジアンワールドスターズ Ａﾘｰｸﾞ部締切日・06/2/18 (土)必着 

6. 広告･1/9.ハッピーニューイヤー・ダンスフェスティバル Ａﾘｰｸﾞ部締切日・05/12/14(水)必着 

7. JDSF 関係競技会日程表 裏面 06 ﾒｲﾝ競技会あり 

8. JDC.2006 前期日程表(予定)   注：変更がある可能性あり。 

9. JPBDA.2006 前期日程表(予定)   注：変更がある可能性あり。 

10.神奈川県 DSC 総会通知・機関紙ＳＡＩ 神奈川県 DSC のみ 

11.千葉県 DSC 広報・月刊誌定期購読申込み 千葉県 DSC のみ 

12.東京都 DSC 総会通知 （内容詳細は次回同封） 

13.広告･那須野ケ原ハーモニーホール  

14.広告･ロビンフット   

15.広告･タカ・ダンスファッション    

16.春夏秋冬 NO.45 ～ NO.46 東京都 DSC のみ 

17.ダンスダンスダンス 37 冊子 

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 
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 ☆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 



 

6. 広告･1/9.ハッピーニューイヤー・競技会･ダンスフェスティバル 

･ 競技会の申込方法は    ：12/14Ａリーグ部締切り、B/C/D 級戦は専用往復はがきでＡリーグ

部事務センターに申込し、費用は当日払いです。 

･ ﾀﾞﾝｽﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙの申込方法は ：ハッピーニューイヤー専用申込書が同封されておりますので、必

ずこちらを使用して下さい。申込は直接個人でタマオキトモヒロ

ダンススクールにお願い致します。 

 

※追記 06/1/8.JDC すみだダンススポーツ競技会･ シラバスは同封しておりません。シラバスにつ

いては、裏面 7の方法にて出場資格等を確認し、年内 12/14(水)迄に必ず申込み下さい。 

 

7. JDSF 関係競技会日程表 

･ JDSF 関係競技会日程表については事務センターにシラバスの案内があったものにつき記載をし

ており、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 ファックス情報サービス(03-5434-7679)など参照を

お願い致します。 

 

8. 9. JDC ・ JPBDA  2006 年度前期日程表 

･ 現在予定されている競技会が記載されています。なお、未定の部分がありますので今後の EAST

通信に注意し、シラバスを取り寄せ確認して申込み下さい。 

 

10. 11. 神奈川県 DSC ・ 千葉県 DSC 資料 会員のみへ案内 

 

12．東京都 DSC 総会通知 

･ 東京 DSC 会員の皆様へ：定時総会を以下の通り開催します。詳細は次回お知らせしますので予定

の確保をよろしくお願いいたします。 

日時 200６年１月２8日（土曜日） 9:30～11:30 

場所 北区赤羽北ふれあい館 第１ホール A （交通）JR埼京線北赤羽 赤羽口下車１分 

  

 
☆ 事務センターからのお知らせ  

 

※Ａリーグ部事務センター年末年始のお休みは、12/27(火)～1/5(木)予定です。申込等は 

12/26 必着のもの迄が年内受付とし、それ以降に届いたものに関しては、1/6 受付となり 

ますので、大会によっては受付不可となる可能性があります。年内は少しでも早く対応を 

お願い致します。 

   
① 2006 年度選手登録認定証について 

現在使用中の 2005 年度選手登録認定証は、2006 年度の選手登録認定証が発行されお手元に届く

迄は、申込時に 2005 年度選手登録認定証のコピーを添付する必要がありますので、保管には十分

気をつけてください。なお、サークルに所属されている方はサークルから認定証が配布され、Ａリ

ーグ部事務センターからは送付されませんのでご注意ください。会費未納の方には認定証を送付し

ておりません。 



 

 
  認定証の記載内容に、変更が生じた場合は再発行手数料として、一枚につき 1000円 

（カップルで 2000 円）必要となりますのでご了承下さい。 

例 紛失・カップル変更・所属サークルや DSC 変更・年齢訂正・氏名変更・その他  

 

② JDC、JPBDA 主催の大会欠場者の出場料の件 

・試合当日欠場した選手（事前に申込みキャンセルした場合も含みます）は、出場料等を 

主催団体に問い合わせるか、請求が届いた場合振込みをして下さい。 

 

③ 指導員研修会の案内 

・このたび指導員規程の一部改定がなされ、資格昇級、区分変更はつぎの通りです。 
＊     資格は DSCJ 競技ランク（D 級以上）により昇級．区分変更が可能（別紙に記載）となっております 

ただし都道府県連盟代表者推薦をうけた昇級申請（指定用紙の提出が必要）に基づき指導部が承認した 

有資格者です。（主として競技力指導員） 

＊ 昇級試験に合格した場合。 
 

平成 17年度研修会 （公認指導員規程：公認指導員研修会実施要領等が追加されています。）  

研修対象 

競 技 普 及 
予定 

確定 
開催日 時 間 開催県 場 所 

Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ 

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

確定 05.11.23  10～16:30   兵庫県  兵庫県立総合体育館 研修室         ○     ○ 

確定 05.11.27  13～18   長野県  ダンスホール 鹿鳴館      ○     ○ ○   

確定 05.12.10   9～17   山梨県  甲府市総合市民会館        ○ ○ ○ ○ ○ 

確定 05.12.11  10～16:30   徳島県  北島南部地区学習等供用施設         ○     ○ 

確定 05.12.18   9～16   京都府  京都市工業会館      ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

確定 05.12.24  13～18   長野県  松本総合体育館 サブアリーナ       ○ ○     ○ 

 

【通常の指導員研修会等に持参必要なもの】 

※ 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 
 


