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☆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。
NO

内

添付

容

適

資料

用

別資料
同封 Ａﾘｰｸﾞ部締切日

1 1/10･11 ハッピーニューイヤー [大森ベルポート]

12/12(土)

2 1/31 全日本選手権 10 ダンス[名古屋市公会堂]

A

Ａﾘｰｸﾞ部締切日 12/28(月)

3 2/21JDC アジアオープンダンス選手権大会[日本武道館]

B

Ａﾘｰｸﾞ部締切日 1/16(土)

4 3/7 東京インターナショナルオープン選手権[東京体育館]

C

Ａﾘｰｸﾞ部締切日 1/29(金)

5 DSCJ 競技会出場申込書(DSCJ 標準様式) 東京インター専用

D

専用申込書氏名ローマ字記載

6 DSCJ 競技会出場申込書(DSCJ 標準様式) 2010 年用

E

Ａ４申込書

7 JDSF 関係競技会日程表・メイン競技会

F

8 2010 前期 JDC 日程表

G

9 2010 前期 JPBDA 日程表

H

10 2010 東部ブロック DSCJ 公認Ａ級戦(予定)

本文のみ

11 “楽しもう!ダンススポーツ”キャンペーンへの協力のお願い

I

12 Ｄ級降級免除

ちらし含む
本文のみ

13 各 DSC からのお知らせ
13-1 東京都 DSC：総会開催通知他

本文のみ

:春夏秋冬 No.61 .62

東京都 DSC のみ

13-2 神奈川県 DSC：総会開催通知他・神奈川県ダンスフェスティバル
：広報誌かながわ第 10 号

J

全会員に配布 定員 100 名
神奈川県 DSC のみ

13-3 埼玉県 DSC：年会費・お知らせ他

本文のみ

13-4 千葉県 DSC：練習会のお知らせ

本文のみ

14

エントリーの方法および注意点・メイン競技会引落しの件

プロ主催のﾒｲﾝ競技会引落し
2010 年より廃止

15 事務センターからのお知らせ・指導員 2009 最終の研修会

Ａﾘｰｸﾞ部締切日 12/7(月)

16 広告：(株)タカ・ダンスファッション

サークル･練習会場へお伺い
します。

新企画→

17 広告：ﾀﾞﾝｽﾌｧｯｼｮﾝ ロビンフッド “新春ドレス”大セール

東京店 1/16(土)～1/18(月)

18 広告：第一ホテル東京シーフォート“ソシアルダンスパーティ”

12/26(日)～12/28(火)

19 広告：シルック ﾀﾞﾝｽﾌｧｯｼｮﾝ 東京店“謹賀新年”大セール

東京店 1/8(金)～1/11(月)

●Ａリーグ部事務センター年末年始のお休みは、12/26(土)～1/3(日)です。申込等は
12/24(木)到着のもの迄を年内受付とし、それ以降に届いたものは、1/4(月)受付
となり､競技会によっては受付不可となる可能性がありますのでご注意下さい。
●新年度の『JDSF 会員登録証』が届く迄は、2009 年度分をご使用下さい。
『JDSF 会員登録証』は２月中旬頃 発送予定です。

10.2010 東部ブロック DSCJ 公認Ａ級戦(予定)
競 技 区 分

Ａ級戦

開催日時

開催場所

東京都

2010 年 2 月 7 日

立川市柴崎市民体育館

茨城県

2010 年 2 月 28 日

神栖市民体育館

神奈川県

2010 年 4 月 4 日

藤沢市善行県立体育センター

東部ブロックランキング対象競技会

東京都

2010 年 6 月 6 日

駒沢オリンピック運動公園体育館

東部ブロックランキング対象競技会

長野県

2010 年 6 月 13 日

佐久市総合体育館

千葉県

2010 年 7 月 or 8 月 千葉船橋アリーナ

千葉県

2010 年 10 月 3 日

千葉公園体育館

国体関連行事

千葉県

2010 年 11 月 7 日

千葉ポートアリーナ

全国都道府県対抗戦

茨城県

2010 年 11 月 21 日

笠松運動公園体育館

東部ブロック選手権

埼玉県

2010 年 11 月 23 日

上尾運動公園体育館

備考

東部ブロックランキング対象競技会

２０１０年東部ブロックランキングは、東部ブロック選手権と東部ブロックランキング対象競技
会の計４競技会のうち、各選手ポイントの高い方から２競技会のポイントの合計で決定されます。
２０１０年９月までの東部ブロックランキング対象競技会は、２０１０年１０月２４日三笠宮杯
の出場権獲得競技会となります。
２０１０年１１月２１日の東部ブロック選手権は、２０１１年の三笠宮杯の出場権獲得競技会と
なります。（スタンダード、ラテンとも６位入賞選手まで。カップル解消で権利消滅。）
12.Ｄ級降級免除
２００９年末において、下記の条件を満たす登録選手は、D 級＝＞１級の降級が免除されること
になりました。
・ ２００９年度中に持ちクラス（Ｄ級）の公認競技会１０回以上の出場があり、かつ、それらの
競技会の１次予選（準決勝から始まる場合は、準決勝）で合計１０チェック以上獲得した選手
注意. (1) あくまで持ちクラス（Ｄ級）への出場が条件です。Ｃ級以上の競技会への出場は加味さ
れません。
(2) チェック数のカウントは、１次予選のみで、２次予選以降のチェック数は加味されませ
ん。フリーパスの場合のチェック数も加味されません。決勝戦からの開始の場合は、
0 チェックとカウントされます。（１次予選通過１回分にはカウントされます。）
(3) 2010 年以降については、未定です。
13. 各 DSC からのお知らせ
13-1.東京都 DSC
１. 東京ＤＳＣ総会のご案内
日時 平成２２年２月１３日（土） 午前１０時から
会場 新宿コズミックセンター小会議室
２. 先日の三笠宮杯では、チケット販売活動ありがとうございました。お蔭様で盛況で、ス
ポンサー候補もまた見つけられそうです。またアテンダント皆様のご協力によりダンス
タイムが盛況でした。ご参加の皆様、ありがとうございました。

２０１０年度の東京オープン３月７日（日）でも Shall we ダンスタイムを設けますので、
又、是非ご協力をお願い申し上げます。詳細は１月発行の本誌に掲載致します。
13-2.神奈川県 DSC
１. 神奈川県連盟広報誌(別紙添付)
２.
３.
４.
※

平成２１年度総会通知(別紙添付)
１２月１２日(土)パーテイのご案内(別紙添付)
理事募集のご案内(別紙添付)
神奈川県ＤＳＣへのご意見、お問い合わせは、会員番号、お名前、電話番号を記入の上、
次のメールアドレスにお寄せ下さい。 jdsf.kanagawadsc@gmail.com
会員番号、お名前、電話番号のご記入が無い場合は対応できない場合がありますので
ご了解下さい。

13-3.埼玉県 DSC
１. 11 月 4 日（日）、新潟県長岡市で全国都道府県対抗団体戦が開催され、そこで埼玉県は
団体総合３位となりました。
東京都、神奈川県の壁を破ることはできませんでしたが、埼玉県の代表選手らが健闘した
結果です。いつかは優勝することを目標にしておりますので、今後とも、埼玉ＤＳＣの活
動にご理解くださるようお願い申し上げます。
２. 今年度も、会員の皆様から会費として１人 1000 円の年会費を口座から引落しをさせてい
ただきました。
今後も、この会費を利用して、埼玉ＤＳＣの活動をさせていただきますので、会員の皆様
のご理解とご協力をお願い申し上げます。
３. 上記２つの連絡事項について，ご質問等がありましたら，下記の連絡先（ＰＣアドレス）
までお願いします。 連絡先 jagdpanther1-12@jcom.home.ne.jp
13-4.千葉県 DSC
※ 千葉県 DSC 練習会のお知らせ
会場：エレガンスダンス練習場(千葉市若葉区高品町 441-7)
日時：毎月第一土曜日 AM9：00～AM11：45
会費：1 回 1 人 1000 円
千葉県トップ選手のアドバイスあり。参加者に好評です。会員相互の交流と技術向上
ためにもぜひご参加下さい。事前の申込不要、直接会場へお越し下さい。
(上記すべての千葉県 DSC 問合せ先：080-3256-7184 chibaken32567184dsc@yahoo.co.jp)
14. エントリーの方法および注意点
① メイン競技会引落しの件
・プロ団体主催のDSCJメイン競技会での、Ａリーグ会員に対する自動引き落としは廃止し、
2010年度より、プロ団体主催競技会での出場料は現金徴収のみとする。サークル会員、
協賛教室会員は現行も現金徴収。
理由：統一されていないことによるトラブルの未然防止

② 返信用封筒・ハガキを同封しなかった場合の取扱について（注意）
・競技会により返信用封筒・ハガキが必要な場合、同封されていない時には事務センターで
返信用封筒・ハガキを作成し、手数料として 300 円を口座引落しにより徴収致します。
・申込みに必要のない返信用封筒ハガキ等を、送り返して欲しいとの要望もありますが、処分
させて頂きますのでご了承下さい。申込み時Ａリーグ日程表で要、不要の確認をして下さい。
③ 選手会員登録証発行
・2010 年度の『JDSF 会員登録証』は毎年２月中旬頃の発送になりますので、現在使用中の
2009 年『JDSF 会員登録証』を破棄しないよう、ご注意下さい。
選手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。
再発行手続きには、約２週間程度を要しますのでご了承下さい。
例：紛失・カップル変更・DSC 変更・年齢訂正・氏名変更・その他

④ エントリーの方法と早見表
1. Ｄ級以上の選手が競技会出場する場合は原則としてカップル登録をしなくてはならない
2. カップル登録をしている組相手以外の相手とも競技会に出場することが可能である
3. 競技会出場は従前通り男性の持級以上にのみ出場しなくてはならない
4. 実施については平成２１年から２年間の暫定的な規程で運用する

エントリー早見表

カップル登録
男性Ａ
追加事務手数料

カップル登録
女性Ａ
Ａの登録口座から
引き落とし
0円

カップル登録
女性Ｂ
Ａの登録口座から
引き落とし
500円

シングル登録
女性Ｄ
Ｄの登録口座から
引き落とし
0円

カップル登録
男性Ｂ
追加事務手数料

Ｂの登録口座から
引き落とし
500円

Ｂの登録口座から
引き落とし
0円

Ｄの登録口座から
引き落とし
0円

Ａリーグではエントリー
手続きをしません。

シングル登録
男性Ｃ
追加事務手数料

Ｃの登録口座から
引き落とし
0円

Ｃの登録口座から
引き落とし
0円

Ｃの登録口座から
引き落とし
0円

Ａリーグではエントリー
手続きをしません。

Ａリーグ部
未登録男性

Ａリーグ部
未登録女性
Ａリーグではエントリー
手続きをしません。

Ａリーグではエントリー Ａリーグではエントリー Ａリーグではエントリー Ａリーグではエントリー
手続きをしません。
手続きをしません。
手続きをしません。
手続きをしません。

⑤ 出場禁止試合にご注意ください
・JDSF 登録選手が海外の競技会に出場する場合は、IDSF、ADSF 公認大会であることを確認し
てからエントリーすることをお勧めします。未公認大会に出場した場合、その後の IDSF 公
認大会（国内大会も含む）出場が一定期間制限される規定が適用されてしまう場合があるた
めです。
・海外の競技会に出場する場合は、必ず JDSF 本部又はＡリーグ部に出場申請をお願いします。
具体的な禁止競技会は JDSF のホームページ http://www.jdsf.or.jp/index-j.html の中央下
「IDSF 禁止競技会ページ」を参照して下さい。

⑥ 競技会当日の注意
・申込したパートナーと違う人がプログラムに掲載される事例がありました。プログラムの名
前が間違っている場合は、主催者に変更依頼をして下さい。間違いをそのままにしておきま
すと、出場した本人の試合結果が正しく反映されません。
・当日主催者に訂正依頼を忘れた場合や、インターネット上での成績で、名前 ○次予選の
間違いなどがありましたら、Ａリーグ部事務センターまで文書(FAX 可)にてお知らせ下さい。
15. 事務センターからのお知らせ
① カップル変更
・カップル変更や解消時、必ず二人のサイン又は押印したものを、FAX か郵送にて提出して下
さい。様式は問いません。
② 指導員研修会
・今年度、指導員研修会をまだ未受講の方は、2009 年度最終の研修会がありますのでスケジュ
ールを割いて参加して下さい。
※ 12 月 13 日(日)10:00～16:00 国立女性教育会館(埼玉県比企郡嵐山町菅谷 728)
参加費 2000 円 Ａリーグ部締切 12 月 7 日(月)厳守
・指導員研修会の開催日程は「JDSF ホームページ」に記載されておりますのでそちらをご覧
下さい。
③ 指導員証明書更新について
・指導員証明書の 5 年間の有効期限が切れるのをお持ちの方は、更新が必要です。Ａリーグ事
務センターにて対応致します。
※申込書(様式は問わない)と写真 1 枚 (たて 3cm よこ 2.4cm 裏面に会員 No.と氏名記入) を事
務センターへ郵送して下さい。費用 500 円＋80 円(手数料)580 円は、口座引落し致しますの
で現金は送らないで下さい。
④ JDSF 公認各資格をお持ちの方へ
・従来よりＪＤＳＦ公認指導員資格の更新には費用と公認研修会が必要でしたが、公認競技長
資格、公認採点管理長の資格更新にも公認研修会が定期的(3 年間で一回)に必要（義務）と
になりました。該当される方は DSC・DSCJ 競技関連規程集の各規程をご確認下さい。
問合せ先：事務センター長 川戸宛

FAX 03－3495－1701

※ 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 でお願い致します。
電話は留守電応答になっておりますので、会員番号・名前・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

