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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
1

内

容

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]

添付

適

資料
前回添
付済み

用

締切 1/29(金)

2 4/4 神奈川県ダンススポーツ選手権大会[藤沢市善行県立体育センター]

A

Ａﾘｰｸﾞ部締切日 2/27(土)

3 4/18 ダンススポーツグランプリ in 大阪[五月山体育館]

B

Ａﾘｰｸﾞ部締切日 3/11(木)

4 DSCJ 競技会出場申込書(DSCJ 標準様式) 2010 年用

C

Ａ４申込書

5 JDSF 関係競技会日程表・メイン競技会(修正あり)

D

2010 東部ブロックランキング対象競技会・三笠宮杯出場選抜対象競技会

6 JPBDA 前期日程表 (4/25 に変更) 本文のみ

Ａﾘｰｸﾞ部締切日 4/3(土)

7 2009 ダンススポーツランキング

E

8 2009 東部ブロックランキング

F

9 2010 年度東部ブロック DSCJ 公認Ａ級戦(予定)

G

10 2010～2012 年派遣選考会予定

H

11 2010 年三笠宮杯出場選手選抜方法について

I

12 2/21 JDC アジアオープンダンス選手権中止について

本文のみ

13 Ｄ級降級免除特例措置について

本文のみ

14 各 DSC からのお知らせ
14-1 東京都 DSC：総会開催通知・総会資料
:東京オープンアテンダント募集(定員になり次第締切り)
神奈川県 DSC：総会開催通知、お年玉プレゼント、県連盟講
14-2 習会案内、東京 OP ｱﾃﾝﾀﾞﾝﾄ募集(定員になり次第〆切)他

J

2/13（土）東京 DSC 所属全員

K

2/5(金)締切り

L

: DSC 会費徴収

引落日 3/29(月)

14-3 埼玉県 DSC：お知らせ他
14-4 千葉県 DSC：総会の報告(議事録・資料)

本文および別紙

本文のみ
M

別紙

: DSC 会費徴収

引落日 3/29(月)

: 講習会、練習会のお知らせ

本文のみ

14-5 茨城県 DSC：2010 定時総会・練習会その他

本文のみ

15 エントリーの方法および注意点
16 事務センターからのお知らせ
17 東京インターナショナルオープンのちらし

有 ちらし

18 《2010 年版》DSCJ・JDSF 競技関連規程集

有 カップルで１冊です

19 ダンスダンスダンス No.53

有

●2010 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。

6. JPBDA 前期日程表変更あり
月 日

4

11
25

タイトル名(競技内容) 昇降級

↓Ａリーグ部締切り 4/3(土)
競技種目(DSCJ･ｱﾏ）

大会名称,会場,主催,主管,申し込み締め切り日

B 級ダンス競技会

○

C 級ダンス競技会

○

W.T.F.（準 Q)/S.C.R.(準 P)

D 級ダンス競技会

○

T.F/S.R

大田区立池上会館 申し込み締め切り日：3 月 20 日

Ｎ級ダンス競技会

○

W.T/C.R

主催：JPBDA 東部総局

ユース(23 歳以下）

ー

W.T.Vw.F.Q./S.C.R.P.J

W.T.F.Q.(準 Vw)/S.C.R.P.（準 J) 第 12 回ジャルダンカップダンス大会
DSCJ 公認（申請中 )

主管：ダンスジャルダン大森山王ステューディオ

12. 2/21 日本ダンス議会（JDC）アジアオープンダンス選手権（アマ部門）中止について
平成22 年2 月21 日（日）日本ダンス議会（ＪＤＣ）開催予定のアジアオープンダンス選手権
（スタンダード／ラテン）は、国際ダンススポーツ連盟（ＩＤＳＦ）の基準を満たしておりませんでした。
もしこのまま実施されるとIDSF禁止競技会となり出場選手に影響が出ることから、協議を重ねた結果、
JDCのご判断によりこの部門が中止されることになりました。JDSFではJDCのこの措置に感謝するとと
もに、今後とも協力して日本のダンススポーツの発展に寄与して行きたいと考えております。
「上記文書の通り、当該競技会は開催中止となった為、既にエントリーが済んでいる会員には、エ
ントリー葉書を随時返却いたします。」
13. Ｄ級降級免除特例措置について
２０１０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。なお、２００９年度の特例措置とは、必要チェック数が変更になっております
のでご注意下さい。
※２０１０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２０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) ２０１１年以降については、未定です。
14. 各 DSC からのお知らせ
14-1.東京都 DSC
１. 東京ＤＳＣ２００９年度定時総会（東京 DSC 登録の方は資料 J を必ずお読みください）
２月１３日午前１０時より新宿コズミックセンターで定時総会を開催します。必ずご出席
もしくは書面での意思表明をお願いします。ご出席の際は資料 J をご持参ください。
２. ３月７日のロヂャース杯東京オープン（IDSF グランドスラム）には、世界のトップ選手
が出場しますので是非ご観戦ください。チケットご希望の方：
---------------------------------------------------------お問合せ：東京 DSC 事務局 FAX：
03－3907－3525
E-Mail： tokyo-dsc@jdsf.or.jp
----------------------------------------------------------

３. 東京オープンでも Shall we ダンスタイムを設けますので、アテンダントについて是非
ご協力をお願い申し上げます。（資料 K 参照）
14-2.神奈川県 DSC
１．総会通知(別添)
２．神奈川県連盟の講習会通知(別添)
３．お年玉プレゼント
神奈川県 DSC 会員の方に 3/7（日）東京オ－プン（東京体育館:千駄ヶ谷）のペアチケッ
ト１組（AA 席）を抽選で進呈します。
応募締切は、2 月 10 日。
ご希望の方は・住所・氏名・JDSF 会員番号/所属番号・TEL・メ－ルアドレス を下記まで
メ－ルをお願いします。
jdsf.kanagawadsc@gmail.com
尚、当選者には 2/17 頃までに連絡します。
チケットのお引渡しは、DSC 総会（2/27）会場にてお渡しします。
４．例年とおり神奈川県ＤＳＣ会費(1 名 500 円)を登録いただいています口座より自動的に
(3/29 引落日予定)引き落としを行いますので残高不足にならないようご協力をお願いし
ます。
５．JDSF 大フェスティバル （パンフ作成中）
3/20(土)10:00～18:00
AM：講習会 （渡辺組、菅野組予定） PM：パ－ティ－
会場：神奈川スポ－ツセンタ－（横浜市三ツ沢上町）参加費：会員価格

前売 2,000 円、当日 2,500 円

６．東京オープンのアテンダントを募集しておりますのでご協力をお願いします。
申込み連絡先 jdsf.kanagawadsc@gmail.com 左記のメールアドレスに、お名前、当日の
連絡先、希望席の種類と数をご記入の上、お申込みください。
※ 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。
14-3.埼玉県 DSC
１. ３月７日開催の東京オープン選手権の中で実施される shall we ダンスタイムでアテンダ
ントをやっていただける方を募集しております。ご希望の方には先着順でお願いしますの
で、下記のメールアドレスまでご連絡をお願いします。
２. 埼玉ＤＳＣでは、東京オープン選手権のチケットの販売もいたしております。埼玉ＤＳＣ
会員の方が、当会からチケット（ＡＡ券又はＡＢ券）を購入された場合は、会場までの交
通費（１人につき１０００円）を支給いたしますので、この機会に当会からお求めくださ
い。お求めは、下記のメールアドレスまでご連絡ください。
３. 上記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
14-4.千葉県 DSC
１. 平成 21 年度千葉県 DSC 定例総会が 1 月 10 日に行われました。議事録・総会資料(別紙)を
ご確認ください。
２. 千葉県 DSC 会費(年額 1,000 円/1 人)徴収について
1 月 10 日の定例総会にて、千葉県 DSC 会費として 1 人年額 1,000 円（平成 22 年度分）の

徴収が承認されました。A リーグの口座引き落とし(3/29 引落日予定）にて行います。
千葉県 DSC の円滑な活動と、千葉県ダンススポーツ連盟の代表として大会出場派遣などの
支援や、千葉県 DSC 関連のダンススポーツ発展のために活用していくために、何卒、会員
の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
３. 千葉県 DSC 講習会のお知らせ
講師：ﾃﾞｲﾋﾞｯﾄﾞ･ｸﾗｰﾐｯﾁ&ﾛｰﾚﾝ･ｱﾝﾄﾞﾛﾋﾞｯｸ組
(ｵｰｽﾄﾗﾘｱﾕｰｽ･スタンダード･ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ: IDSF ｵｰﾌﾟﾝ･2009 ｱｼﾞｱﾝﾜｰﾙﾄﾞ･St 優勝)
日時：3 月 6 日(土)9：30～11：00（時間は予定）
会費：1 人 1500 円（カップルでお申し込みください）
会場：エレガンスダンス練習場(千葉市若葉区高品町 441-7)
申込み：メールのみ受け付けます。chibaken32567184dsc@yahoo.co.jp
４. 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：(3 月を除く)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のた
めにもぜひご参加ください。事前の申込不要、直接会場へお越しください。
５. 上記すべての千葉県 DSC 問合せ先：chibaken32567184dsc@yahoo.co.jp
14-5.茨城県DSC
１. 茨城ＤＳＣ２０１０年度定時総会
３月２８日午後１時より県南生涯学習センター軽運動室で定時総会を開催します。
多くの会員のご参加をお待ちしております。
詳細は，後日 『茨城ＤＳＣ通信』にてお知らせします。
２. 練習会のお知らせ
日 時：３月２８日（日）総会終了後～PM5:00
場 所：県南生涯学習センター軽運動室
参加費：５００円（会員外は１，０００円）
会員相互の交流と技術向上ためにぜひご参加下さい。
（ＤＳＣ会員外の参加も待望します。お知り合い等に声をかけて下さい。）
３. 茨城ＤＳＣへのご連絡
ご意見、お問い合わせは、会員番号、お名前、電話番号を明記の上、次のメールアド
レスにお寄せ下さい。
ibaraki_dsc@yahoo.co.jp
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。
15. 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 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。2 月末までに届かない
場合は事務センターまでお問合せ下さい。
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
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 登録選手が国際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
からエントリーして下さい。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 アンチドーピング申請
・選手からのアンチドーピング申請（ＪＡＤＡ）について今までは３週間[２１日]前までに
連絡をすることになっておりましたが３０日前までと変更されました。ご注意ください。
問合せ先：事務センター長 川戸宛
FAX 03－3495－1701

⑦ 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。
16. 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
・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。
公認研修 予定
コード 確定 開催日 時 間

所

ABCABC

100203 確定 2. 11 9:30～17 千葉県

船橋アリーナ

○○○○○○

100202 確定 2. 14 10～17

茨城県

ワークプラザ勝田

○○○○○○

100201 確定 2. 28 10～17

神奈川県 あじさい会館ホール ○ ○ ○ ○ ○ ○

100301 確定 3. 22 9～16

長野県

寿体育館

100501 確定 5. 29 9～16

長野県

小布施町文化体育館 ○ ○ ○ ○ ○ ○

開催県

場

○○○○○○

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 580 円(手数料 80 円含)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
・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・
公認採点管理長資格の更新にも、研修会が 3 年間で一回必要となりました。
該当される方は DSC・DSCJ 競技関連規程集をご確認下さい。
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

