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No.2008-01 (2008.01.29)

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
事務センター長 川戸誠道
〒141-0031 品川区西五反田 1-32-11 恒信ﾋﾞﾙ 602
TEL 03-3495-1700 FAX 03-3495-1701

☆重要な情報が含まれています。カップル登録の方は必ず組相手の方もご確認下さい。
EAST 通信
1.

3/16.JDC ジャパンカップ〔ホテルイースト 21〕

Ａﾘｰｸﾞ部締切日・2/16(土)必着

2.

3/22.23.東京インターナショナルオープン〔東京体育館〕

Ａﾘｰｸﾞ部締切日・2/18(月)必着

DSCJ 標準様式・東京ｲﾝﾀｰ専用ローマ字記入

オープン戦のみ使用

3.

3/30.JPBDA.NBDA 主管ｱｼﾞｱﾝﾜｰﾙﾄﾞ〔BumB/東京スポーツ文化館〕 Ａﾘｰｸﾞ部締切日・2/22(金)必着

4.

4/6.神奈川県選手権〔藤沢：神奈川県立体育センター〕

Ａﾘｰｸﾞ部締切日・2/28(木)必着

5.

4/13.ダンススポーツグランプリ in 大阪〔五月山体育館〕

Ａﾘｰｸﾞ部締切日・3/7(金)必着

DSCJ 標準様式・2008Ａリーグ会員用
6.

JDSF 関係競技会日程表

7.

2008 メイン競技会

8.

JDC.2008 前期日程表

9.

JPBDA.2008 前期日程表

コピーして使用

10. 2007 年ダンススポーツランキング
11. 2007 年東部ブロックランキング
12. 三笠宮杯選抜戦のお知らせ
13. DSCJ 選手登録について(お知らせ)
14. 2008 年度 JDSF 公認指導員研修会日程表
15. 2008 年グランプリ等決勝ソロ競技：ラテン課題フィガー
16.

3/23.東京オープンのアテンダント募集

東京都 DSC(総会通知・講習会・東京ｵｰﾌﾟﾝ入場券販売など)
〃

(春夏秋冬

NO.55)

神奈川県 DSC(総会通知･練習会)
〃

(練習会)他県会員に案内本文のみ･参加自由

千葉県 DSC(総会通知)・会費徴収(本文のみ)

総会日：2 月 9 日(土)
東京都 DSC 会員のみ
総会日：2 月 23 日(土)
2/23(土)13:00～16:30
総会日：1 月 13 日(日)

3/22.23.東京インターナショナルオープンのちらし
広告.タカダンスファッション(池袋アカデミーホール)

2/9･10(土･日)ドレスフェア

2008 年版 DSCJ・JDSF 競技関連規程集

冊子

ダンスダンスダンス

冊子

NO.46

《 2008 年度『DSCJ 全日本統一級 選手登録証』》
2 月の中旬に発送を予定しています。届く迄は、2007 年度の『選手認定証』をお使い下さい。
DSCJ標準様式 ２種類同封致しました。
・東京インター専用申込書(ローマ字記入必須)
・2008年度JDSF関係競技会申込書、コピーをしてご使用下さい

☆ 内容
10. 11. 2007 年ダンススポーツランキング・東部ブロックランキング
･ 2007 年ダンススポーツランキングと東部ブロックランキング集計が届きました。
15. 2008 年グランプリ等決勝ソロ競技：ラテン課題フィガー
・今年も昨年と同様にグランプリ等競技会の決勝にて課題フィガー付ソロ競技が行われます。
（グランプリ大阪より実施されます：競技会シラバス注意）
・今年のラテン課題フィガーが発表されましたので添付します。
・これらについて補足説明などあれば逐次 JDSF ホームページに掲載されますので、決勝該当
者は適時チェックをお願いします。（スタンダード課題フィガーは次回 3 月に送付予定です）

☆ 各 DSC からのお知らせ
東京都 DSC
１．東京オープンは皆で応援に行きましょう。入場券をご希望の方は（アリーナ席は残り少な
くなっていますのでお早めに）以下の東京 DSC 事務局までお問合せ下さい。
２．4/26(土)に東京 DSC 主催の講習会・練習会、並びにダンスパーティ(前売り限定 100 名程度）
を行います。講習会は恒例により日本インター課題フィガーの説明です。
３．2/9(土)に東京 DSC 総会を開催します。東京 DSC 所属の会員は是非ともご参加下さい。
万一出席できない方は、別紙の総会資料をご覧になり、委任状もしくは書面での意思表明
をお願いします。
※ 東京 DSC 連絡先：メール：tokyo-dsc@jdsf.or.jp

FAX：03-3907-3525

事務局 村田宛

埼玉県 DSC
１．東京オープン観戦チケットを、埼玉県 DSC でも販売しております。当 DSC からＡＡ券又は
ＡＢ券を購入していただいた埼玉県 DSC 会員の方には、定額で交通費を支給させていただ
きます。
２．申込みは、下記メールアドレスに、お名前･ご住所・連絡先･ご希望枚数をご連絡ください。
メールにてご返事させていただきます。
※ 埼玉県 DSC 長池田一弘宛

神奈川県 DSC
１．東京オープンチケット 特別特典にて販売中！！
神奈川県 DSC 会員限定 （観戦交通費を補助）
詳細につきましては下記チケット管理担当者にお問合せ下さい。
チケット管理担当者
佐々木 孝一郎
日比野秀彦
AA 席(JDSF 会員価格)
AB 席(JDSF 会員価格)
B 席(JDSF 会員価格)

８０００円
６０００円
３０００円

２．神奈川県 DSC 練習会のご案内
※ 神奈川県 DSC 独自の活動として会員の技術向上と会員の親睦を兼ね練習会を次の通り開
催致しますのでご案内いたします。今回も「オトモン」様のご協力でとても良い環境で
練習していただけることになりましたので、是非ご参加下さい。
日時 平成 20 年 2 月 23 日(土) 13 時～16 時３０分
主催 神奈川県ダンススポーツクラブ(神奈川県 DSC)
実行委員長 田中幸雄
問合せ先
日比野秀彦
会場
会費

オトモン.神奈川区台町 17-1 ﾏｽﾄﾋﾞﾙ 9 階.TEL045-320-2225 FAX045-320-2215
神奈川県 DSC 会員 500 円/1 名 (但し、登録証提示の場合)
上記以外はすべて 1 名 1,000 円を徴収させていただきます。
内容・スタンダード、ラテンの曲をかけさせていただき自由練習といたします。
・JDSF 審判員からワンポイントアドバイスを積極的に受けていただけます。
※ 参加予定審判員(順不同)：仲野巽氏、山口剛氏、森木行徳氏、中西剛氏、中西えり奈氏、
金子勲氏、渡辺裕美氏、吉田大治郎氏 他

☆ 各 DSC から独自会費等、徴収のお知らせ
神奈川県 DSC
※ 神奈川 DSC 会費(年額 500 円/1 人・カップル 1,000 円)徴収について
Ａリーグの口座引き落としにて 3 月 27 日(木)に徴収予定ですので、みなさんのご理解とご
協力をお願いいたします。別紙参照

千葉県 DSC
※

千葉県 DSC 会費(年額 1,000 円/1 人・カップル 2,000 円)徴収について
平成１９年度定例総会(平成２０年１月１３日開催)において、昨年に引き続き 1 人年額
1,000 円（カップル 2,000 円）の徴収が承認されました。Ａリーグの口座引き落としにて
3 月 27 日(木)に徴収予定ですので、みなさんのご理解とご協力をお願いいたします。
（問合せ先：田口）

☆ 事務センターからのお知らせ
① 大会申込のお願い
･ 申し込みの受付でバーコード読み取りをしているので、バーコード部分の切り取りや、過度
の縮小や拡大をしないよう気を付けて下さい。
② 変更届けについて(サークル登録者)
･ サークル登録者(サークル番号がある会員)は、JDSF 登録申請書の使用が必須になりました。
･ 移籍、カップル変更、住所変更、氏名変更その他変更があり、サークルへ届けを出される時、
Ａリーグ部事務センターにも同じものを FAX 又は郵送して下さい。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、必ず両方に報告をお願い致します。
･ 各種届出について、会員･選手･ｶｯﾌﾟﾙ登録申請書は、Ａリーグ部ホームペー
ジhttp://www.jdsf.or.jp/A-League/Tobu/info/touroku.xlsにUPされていますので、ご活用下さ
い。

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
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

☆ 事務センターへのお問い合わせについて
･ 事務センターではＥメールに対応できません。お問い合わせは原則として FAX でお願いいた
します。
･ 電話は留守電応答になっておりますので、会員 No. 電話番号をはっきり録音して下さい。
聞き取れない場合は、返事ができませんのでご了承下さい。
以 上

〔 注意 〕登録選手以外の相手との大会出場について
最近、登録をしている組相手以外の人と大会に出場している違反事例が立て続けに発覚しま
した。残念なことに、選手によっては「誰でもやっていること。」などと反省しない方もいま
す。
この行為は、JDSF登録選手罰則規程第2条の3の違反行為に当たります。(規程集P31参照)
偽名を使って二重に選手登録をする事も、規程に反しますのでご注意下さい。変更等が生じ
て不明な点がある場合は、自己判断せずＡリーグ部事務センターまでお問合せ下さい。

