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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
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
1. JDSF 関係競技会日程表

06 ﾒｲﾝ競技会あり

2. 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

チラシ

3. サークル選択に関する確認
4. DSC 活動への参加のご案内
5. グランプリ・派遣選考会予定表

06〜08 年度

6. 2005 年ダンススポーツランキング一覧

スタンダード・ラテン

7. 公認指導員養成講習会実施要領

資格昇級、区分変更

8. 東京都 DSC 総会資料（カップル登録者は必ず２名で読んで下さい）

東京都 DSC 会員のみ（総会 1/28）

9. 神奈川県 DSC 総会開催通知（カップル登録者は必ず２名で読んで下さい） 神奈川県 DSC 会員のみ（総会 2/18）
10.JDSF 群馬選手会・群馬 DSC への入会のお誘い

群馬県 DSC 会員のみ

11.2006 年版 DSCJ.JDSF 競技関連規程集・JDSF 競技本部より

選手のみ２冊・ｶｯﾌﾟﾙ登録について

★その他、重要なお知らせを先に案内致します。
Ａ. 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
･ＪＤＣ主催アジアオープン（武道館）は、主催者都合で、出場がスタンダード/ラテンとも４８組
ずつに限定されるとのことです。ダンススポーツランキング４９位以下の選手は、出場できない
こともありますのでご注意下さい。なお、ランキングは、ホームページに公開されています。
http://www.jdsf.or.jp/kyougi/ranking/index‑j.html
Ｂ. 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
･ 前回の EAST 通信でシラバスをお送り致しましたが、口座引落しは 1〜2 ワールドスターズオープ
ンに出場申込者のみです。3〜8 出場申込選手は、当日受付支払いとなります。
【出場料】 1〜2 出場選手￥4.000（口座引落し）
3〜6 出場選手￥6.000‑ 、7〜8 出場選手￥2.000‑（3〜8 出場選手当日受付支払い）
Ｃ. 東部ブロックランキング内規
･２００６年度の東部ブロックランキング対象競技会は、
◎東京都大会（６月４日）、 ◎神奈川県大会（７月２日）
◎千葉県大会（日程調整中）、◎東部ブロック選手権大会（新潟県長岡市：１０月２９日）
の４競技会とし、各組上位２競技会のポイントで決定されます。
Ｄ. JDC 彩の国ダンスフェスティバル 2006

★ 内容
1. JDSF 関係競技会日程表

開催日が変更！

6/4(誤)→6/25(正)

･ JDSF 関係競技会日程表については事務センターに案内があったものを記載をしており、後日の変
更もあり得ますので、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。
2. 3/19.第 8 回ロヂャース杯 東京インターナショナルオープン選手権大会（チラシ参照）
･ 世界のトップが華麗に競う素晴らしい大会ですので、お誘い合わせの上、観戦をお願いします。
･ Shall we ダンス・タイムで DSC 上級選手とのミキシングの企画をしています。
＜フロアで踊りたい方はダンスシューズをご持参下さい＞
･ Shall we ダンス・タイムでミキシングのお相手役の DSC 上級選手（C 級準決勝以上経験者および
学連上級選手）を募集しています。当日競技会に出場しない方で約 30 分のダンスタイムに観客
とミキシングで踊っていただける方は、無料でＢ席を確保しますので、ゆっくり観戦できます。
◎お相手役お申し込み（男女 100 名限定）：会員番号、氏名、所属の DSC 名（学連の方は大学名）、
返信先（できれば FAX もしくはメール）を明記の上、1 月末日までにＡリーグ部事務センターま
で FAX して下さい。採用された方は 2 月中旬までにお知らせします。
◎観戦チケットのお申し込み：２月２４日までに所属 DSC に（氏名、所属 DSC、連絡先記載の上）
お申し込み下さい。（AA 席、AB 席は数が少ないためお早めに残席を確認してください）
＜お申し込み先＞
・東京都 DSC FAX:03-3907-8544 （代金は郵便振替、振替手数料自己負担、チケット送料 DSC 負担）
・神奈川県 DSC FAX:03-3495-1701 (A リーグ部事務センター内)（E-mail：kanagawadsc@yahoo.co.jp）
・埼玉県 DSC FAX:03-3495-1701 (A リーグ部事務センター内)（E-mail：1227781601@jcom.home.ne.jp）
＜その他の方：大会事務局（チラシ記載）までお申し込みください＞

3. サークル、DSC 選択に関する確認
･ JDSF の会員登録／選手登録をするためには、以下の３つの方法があります。
<1> JDSF 認定サークルから登録 （サークルへ申し込み ⇒区市連盟⇒都県連盟⇒JDSF 本部）
<2> 都県 DSC から登録 （A リーグ部へ申し込み ⇒都県 DSC・都県連盟および JDSF 本部）
<3> 協賛教室から登録 （協賛教室へ申し込み ⇒都県連盟⇒JDSF 本部）
（それぞれの活動状況によって会費が異なります）
・A リーグ部登録者とは以下の２種類です。
◎ <2> の方
◎ <1> または <3> に属する有資格者にうち A リーグサービスを希望される方
・都県 DSC 登録は個人またはカップルで在住県・在勤県の中から１つ選べますが、カップル 2 名と
も DSC の場合は同一 DSC しか選べません。
・DSC や協賛教室から認定サークルへの移籍は自由ですが、（カップル変更などの理由があっても）
認定サークルから都県 DSC や協賛教室への移籍はできませんのでご注意下さい。また DSC から協
賛教室への移籍は年度末の継続登録の際にのみ可能です。移籍やカップル変更に当たって良いサ
ークルが見つからないなどお困りの場合は、地域の都県連盟事務局にお問い合わせください。
（1 年間は都県連盟への個人登録も可能です）
4. DSC 活動への参加について
･ JDSF 認定サークルから DSC への移籍はできませんが、認定サークルに主たる籍を置いたまま DSC

の活動にも参加することは可能です。特に群馬県では、群馬県 DSC が群馬県選手会機能を併せ持
つようになったことから、一般選手も群馬県 DSC の活動に参加するように呼びかけています。
11. 2006 年版 DSCJ･JDSF 競技関連規程集
･ 2006 年用の規程集を会員１人に１冊配りますので、お二人で確認をして頂きご自分の昇降級を把
握するようにお願い致します。試合申込時、特に確認が必要となりますので、リーダー・パート
ナーそれぞれの視点から、内容をご確認頂き、昇降級を把握の上、出場の申込みをして下さい。
･ JDSF 競技本部より、カップル登録についての案内がありますので一読下さい。

★ 各 DSC からのお知らせ
埼玉 DSC
･レクチャー案内 （主催 埼玉ＤＳＦ）
橘 正幸・弘子組 「トッププロしか言えない基礎の基礎」タンゴ・クイック編
日時
１月２９日（日）午前９時３０分〜１２時まで
場所
上尾イコス
受付
当日受付可
会費
埼玉ＤＳＣ会員 一人５００円
他県 DSC 会員 一人１０００円
事務局 FAX ０４８−８７３−７９９８

★ 重要 事務センターからのお知らせ
① 2006 年度『会員登録証』について（05 年迄は認定証及び 会員証）
･ 2006 年度より、全日本アマチュア統一級認定証及び 会員証を合体した１枚の『会員登録証』となり、
会員と選手の判別部分は持級欄が印刷されているか否かであり、そのほかの部分は同じです。
以後 認定証･会員証とは言わず、『会員登録証』と統一した言い方での案内を致します。
･ 現在使用中の 2005 年度選手登録認定証は、2006 年度の『会員登録証』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、認定サークルに所属されている方はサークルから『会員登録証』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下さい。
会費未納の方には『会員登録証』を送付致しません。(2005 年度の認定証は 2 月半ばの発送でした。)
会員登録証 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
･ 申込書と一緒に現金を同封して来る方がおりますが、Ａリーグ部事務センターは、現金でのやり取
りは一切しておりません。★現金は絶対におくらないようにお願い致します。
･ Ａリーグ部事務センターに競技会の申込みをする場合、JDSF 及び他ブロックの大会は、自動引落
しとなりますので個人での振込はしないで下さい。尚 東部ブロックのプロ主催の競技会は、当日
払いとなります。
★Ａリーグ会員は、個人での振込はありません。

② 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。

･ 現在 指導員資格者のＢ･Ｃ級を取得していて、Ａ･Ｂ級への昇級を希望したい会員は、競技歴向上
(上位クラス選手登録)に伴い昇級可能となる資格が発生致します。添付資料(1 枚.公認指導員養成
講習会実施要領)を確認の上、申請希望者はＡリーグ部事務センターに連絡を下さい。申請書をお
送り致します。
･ 新規及び継続の指導員資格者は、今迄通り案内やインターネットを確認の上受講して下さい。
平成 18 年度指導員研修会
予定
確定

研修対象
開催日

時

間

開催県

場

所

競

技 普

及

Ａ Ｂ ＣＡ Ｂ Ｃ
確定 06. 1. 8 10〜17
確定 06. 1. 8

9:50〜17

確定 06. 1.29 10〜17

北海道

帯広の森 体育館

○

○○○

岩手県

滝沢ふるさと交流館 ○ ○ ○ ○ ○ ○

北海道

函館市民会館

○

○

【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

③ JDC 主催競技会昇降級処理エラーについて
JDC 主催競技会の一部に結果報告の不備があり、年度末昇降級に反映できないとの ことです。
2006 年度選手登録証がお手元にきましたら、お手数ですが各自確認の上ご不明な点がございましたら事
務センターに必要事項を FAX にてお問い合わせください。（関係するJDC 競技会は次の通り）
1/16 公認番号０５０１０８ すみだＤＳ
エントリー数６１４修正時間４時間
1/30 ０５０１１２ 第１２回ダンスユニオン
エントリー数３４４修正時間４時間
8/7 ０５０８０４ 第１３回ダンスユニオン
エントリー数２６９修正時間４時間
10/10 ０５１００４ すみだＤＳ競技会
エントリー数５００修正時間４時間
自己申告に応じて訂正作業を行うとのことです。今後はこのようなことが起こらないように A リーグ部として
JDC および JDSF 関係部署に強力に要請してまいりますので、ご協力をお願いいたします。
※

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、必ずお読み戴きますようお願い致します。
以上

