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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。
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1 3/13 東京インターナショナルオープン [東京体育館]
4/3 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]
2

A

3 東京インターナショナルオープン専用申込書

C

4 4/17 ダンススポーツグランプリ in 大阪

D

Ａﾘｰｸﾞ部締切日 3/11 (金)

5 4/10 ダンススポーツグランプリ in 福岡

E

Ａﾘｰｸﾞ部締切日 3/3 (木)

6 新審判・課題フィガーに関するレクチャーのお知らせ

F

7 2011 DSCJ 全国メイン競技会

G

8 JDSF 関係競技会日程表

H

2011 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

B

９ JDSF トレーニングセンター団体レッスンのお知らせ

Ａﾘｰｸﾞ部締切日 2/10 (木)
Ａﾘｰｸﾞ部締切日 3/1 (火)

本文のみ

10 2010 全日本ダンススポーツランキング

I

11 2010 東部ブロックランキング

J

12 各 DSC からのお知らせ
12-1 東京都 DSC：総会開催通知・総会資料

K

2/19(土)

L

定員になり次第締切り

12-2 神奈川県 DSC：総会開催通知 2/26(土)・ DSC 会費徴収

M

引落日 3/28(月)

12-3 千葉県 DSC：総会の報告(議事録・資料) DSC 会費徴収

N

別紙・引落日 3/28(月)

：東京オープンアテンダント募集

: 講習会、練習会のお知らせ

本文のみ

12-4 茨城県 DSC：ダンスパーティ、総会開催、練習会のお知らせ
12-5 長野県 DSC：講習会、交流会のお知らせ
12-6 埼玉県 DSC:東京オープン入場券販売、アテンダント募集

本文のみ
O

別紙
本文のみ

13 エントリーの注意点
14 事務センターからのお知らせ
15 3/13 東京インターナショナルオープンちらし

有 会場:東京体育館
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有 カップルで１冊です

●新年度の『JDSF 会員登録証』が届く迄は、2010 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。
・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。
具体的な禁止競技会は JDSF のホームページの中央下「IDSF 禁止競技会ﾍﾟｰｼﾞ」を参照して下さい。

※ 2011 年度
競 技 区 分

東部ブロックＤＳＣＪ公認Ａ級戦（予定）

Ａ級戦

開催日時

茨城県

未定

神奈川県

開催場所

備考

2011 年 4 月 3 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

2011 年 6 月 12 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

千葉県

2011 年 7 月 or 8 月

船橋総合体育館

東部ブロックランキング対象競技会

新潟県

2011 年 10 月 9 日

長岡市

千葉県

2011 年 11 月 20 日

千葉ポートアリーナ

埼玉県

2011 年 11 月 23 日

上尾市民体育館

東部ブロック選手権

※

2011 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。
２０１１年８月までの東部ブロックランキング対象競技会は、
２０１１年９月１１日三笠宮杯の出場権獲得競技会となります。
２０１１年１１月２０日の東部ブロック選手権は、
２０１２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。）

※

JDSF トレーニングセンター／DTC からのお知らせ
２０１１年 2 月より団体レッスンを始めます
昇級のための近道です。一度受講してみませんか?
■日時 毎週金曜日 19:30～20:30
■種目 スタンダード 全種目
■コーチ 全日本スタンダードチャンピオン 石原正幸
■参加料（入場料込み当日支払い） JDSF 会員 1,800 円
一般
2,000 円
学連
1,500 円
■参加資格 スタンダード D 級以上
■予約は必要ありません。
■JDSF の会員証をご持参下さい。
■団体レッスン時間帯の自由練習はできなくなります。
■団体レッスン以外の A リーグ会員の皆様の自由練習時の利用料は 1 人 800 円です。
■場所等の詳細は JDSF ホームページの掲載中です。

12. 各 DSC からのお知らせ
12-1.東京都 DSC
１．平成 22 年度の東京都 DSC の総会は２月１９日(土）です。（総会資料別紙 K 参照）
今年度は三笠宮杯入場券１人１枚販売協力運動を行う年ですのでその確認も含まれます。
東京都 DSC 所属会員は是非ご出席ください。

２．５月１４日（土）ＰＭ１時から恒例の日本インターの規定ベーシックフィガーの講習会を
有明トレーニングセンターで行います。 講師は柳橋慎太郎プロです。
３．東京オープンの Shall we ダンスタイムのアテンダントを募集します。
アテンダントの謝礼には、大会本部よりＡ券 1 枚又はＢ券 2 枚を支給させていただきます。
先着順となりますので別紙応募用紙にてふるってご応募ください。
４．東京都 DSC へのお問い合わせ先は、メール：tokyo-dsc@jdsf.or.jp

FAX:03(3907)3525

12-2.神奈川県 DSC
１．平成 22 年度の神奈川県 DSC の総会が平成 23 年 2 月 26 日(土)18 時～開催致しますので会員
の義務として出席を強くお願いします。また自薦他薦を問わず、神奈川県 DSC の役員を募集して
います。是非ご応募をお願いします。連絡先は以下のアドレスにお願いします。
連絡用アドレス jdsf.kanagawadsc@gmail.com
2. 例年通り神奈川県 DSC の会費 1 名 500 円を所定の口座より 3 月 28 日(月)に引き落としをさせて
いただきます残高不足等のないようにご注意をお願いします。
12-3.千葉県 DSC
１．平成 22 年度総会議事録・総会資料（別紙）
２．千葉県 DSC 会費(年額 1,000 円/1 人)徴収について
1 月 16 日の「平成 22 年度千葉県 DSC 定例総会」にて、千葉県 DSC 会費として 1 人
年額 1,000 円（平成 23 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月 28 日引き落とし）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の
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。
４．千葉県 DSC への上記すべての問合せ先
：メール chibaken32567184dsc@yahoo.co.jp
携帯 080-3256-7184(留守電の場合はメッセージを残してください)
12-4.茨城県 DSC
１．茨城ＤＳＣ第８回ダンスパーティー
詳細はすでに茨城 DSC 通信にて案内した通りです。
日時：平成２３年２月１２日（土）15:00～18:30
場所：レイクエコー鹿行生涯学習センター
会員の皆様のご協力をお願いいたします。
２．茨城ＤＳＣ２０１１年度定時総会のご案内
日時：平成２３年４月３日（日）13:00～14:30

場所：未定（笠間地区を予定しています。）
※詳細は２月発行の茨城ＤＳＣ通信をご参照下さい。
３．２０１１年度第１回練習会のご案内
日時：総会終了後に同会場にて行います。
参加費：無料
奮ってご参加くださいますようお願いいたします。
※詳細は２月発行の茨城 DSC 通信をご参照下さい。
お問合せ：茨城県ＤＳＣ事務局 E-Mail： ibaraki_dsc@yahoo.co.jp
12-6.埼玉県 DSC
１．埼玉 DSC では、東京インターナショナル選手権（３月１３日）の入場券を販売しております。
埼玉 DSC 会員が当会から券を購入いただきましたら、AA 券及び A 券購入の方に限り、１人に
つき交通費として一律１０００円の支給を行っております。
２．埼玉 DSC では、上記東京インターナショナル選手権の中で開催される Shａll we Dance タイム
のアテンダントを募集しております。アテンダントの謝礼には、大会本部より A 券１枚又は B 券２枚
を支給させていただきます。先着順となりますので、ご希望の方は、下記のアドレスまで、「お名前、
ご連絡先、希望する券の種類・枚数、ラテントライアルの出欠」を記載して、ご連絡ください。
３．上記２つの連絡事項について、ご質問等、入場場券購入、アテンダント募集の申込みがありました
ら、下記の連絡先（ＰＣアドレス）まで、ご連絡をお願いします。
連絡先
jagdpanther1-12@jcom.home.ne.jp
13. エントリーの注意点
① 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 23 年以降も規程として正式に運用する

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。

② 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）は３０日前までとなっております。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
③ 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。
④ 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
・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。
・不要の返信用封筒・ハガキを送ってきて、それ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リーグの日程表で、確認をして下さい。
⑤ 会員登録証発行費用発生について
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

14. 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、必ず二人の押印した解消届を、FAX か郵送にて提出して下さい。
様式は問いません。(FAX で押印が見えない場合は郵送して頂きます)
② 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。問合せ先：事務センター長 川戸宛
FAX 03-6457-1846
③ 指導員研修会
・指導員資格保持の為には、指導員登録料の納付・研修会の受講・次年度の会員登録が必要、
事情により指導員研修会を受けてない場合、未受講理由書を提出し次年度２回受講する。
・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。

注：カップル解消やＡリーグ部退会時、JDSF 登録が必須なので注意

2011 年ＪＤＳＦ公認指導員日程

確定
確定
確定
予定
予定
予定

研修会
日程
2 月 11 日
3月6日
3 月 12 日
5月1日
５月
６月

都県
千葉県
神奈川県
ＪＤＳＦ
長野県
神奈川県
東京都

場所
船橋アリーナ
あじさい会館相模原市
東京体育館
須坂文化会館メセナホール
男女共同参画センター横浜南
中央区

研修対象資格
競技力・普及ＡＢＣ
競技力・普及ＡＢＣ
競技力・普及ＡＢＣ
競技力・普及ＡＢＣ
競技力・普及ＡＢＣ
競技力・普及ＡＢＣ

備考

指導員コングレス

新規指導員養成講習会・選考試験
確定
確定
確定
予定

講習会
2 月 6 日 千葉県
2 月 17 日
3 月 26 日
５月
神奈川県

船橋アリーナ
船橋アリーナ
茜浜ホール
男女共同参画センター横浜

机上
実技
選考試験
机上・実技・試験

上記で「予定」は日程・会場を含め変更する場合があります。
受講希望者で質問がある場合、事務センター：川戸迄ＦＡＸをください。 ＦＡＸ；０３－６４５７－１８４７
昇級講習会は（Ｂ級）ＨＰをご覧ください。

※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メール対応していません。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

