
 

●公益社団法人日本ダンススポーツ連盟では、なお新型コロナウィルス感染症の変異型ウイルス

の拡大を受け、安全確保と事業規模縮小し、営業を行っています。 

会員の皆様にはご不便をおかけしておりますが、何卒ご理解・ご協力賜りますよう宜しくお願

い申し上げます。  TEL:03-6457-1850(大代表) FAX:03-6457-1857 

今後の社会情勢を踏まえ、業務時間等について変更が発生する場合は、JDSF 公式ホームペー

ジ等でご案内させていただきます。    URL http://www.jdsf.or.jp/ 

●重要な情報が含まれています。カップル登録をしている方は必ず組相手の方にお伝えください。 

 

ページ 内  容 適 用 

1～3 
 
『2021年度の公認級別競技 昇降級規程の特別措置』 
 通達 

降級措置 Q&A ご参照ください 

4 第 41回三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権大会予選会 9/5(日) 駒沢オリンピック公園
総合運動場 体育館 

5 三笠宮杯選抜戦のお知らせ(全国)  

6～7 三笠宮杯ブロック代表選手 (関東甲信越)  

8～9 2021年度 JDSF公認全国メイン競技会日程(予定)  

10 会員サービスセンターからのお知らせ  

10 JDSFオリジナルグッズ販売のご案内 CD『DanceSport vol.28』好評発売中 

11 
東京都 DSC：東京都 DSC 会費 500 円引落日変更及び三

笠宮杯販売活動廃止について    
 

11 DSC神奈川：定期練習会の開催 案内チラシ参照 

11 埼玉県 DSC：DSC総会の議案の承認について   

12 
新潟県 DSC：第３７回新潟県ダンススポーツ大会＆  

シニアⅢ関東甲信越選手権大会について 
 

12 栃木県 DSC：DSC会費引落の御礼  

13～14 DSC神奈川 定期練習会＆交流会ご案内 8/22(日) 9/19(日) 

15 JDSF競技会エントリーシート 会員サービスセンター登録会員専用 

添付資料 春夏秋冬 №107 東京都の方のみ 

 

公益社団法人 日本ダンススポーツ連盟 

会員サービスセンター センター長  一ノ瀬 初 男  

 

   
No.2021-04(2021.07.25) 
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 〒103-0001中央区日本橋小伝馬町 12-2東屋ビル７階 
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『２０２１年度の公認級別競技昇降級規程の特例措置』 通達  （2021年6月1日付） 

JDSF関東甲信越ブロックDSC（旧Aリーグ部）専用版 

                           2021 年 6月 16 日(水) 

JDSF競技本部  

下記の通り、首題のＱ（質問）＆Ａ（回答）を記しますので、ご活用ください  

◆ 回答の根拠とする規程は【 競技会に関する内規 】（2020 年競技関連規程集 P14） 

（選手登録更新） 

   第４条 選手登録更新については以下のとおりとする。  

１ 登録選手は翌年の登録更新を前年１２月３１日までにおこなわなければならない。  

ただし、諸般の事情により困難な場合は登録年１０月３１日まで猶予期間をおく。 

２ 登録更新は継続して行われなければならない。  

３ 未登録となった選手は、登録選手としての全ての資格と権利を失う。 

 

Q1. ◆ 注意◆ 今回の昇降級規程の特例処置は、2021年10月31日時点で選手登録されている方が対象となります。  と

ありますが、これは何故？    

A1. 登録更新は、前年末までに更新しなければならないが、諸般の事情により困難な場合は、登録年10月31日までの猶予

期間をおいているので、その期限までに登録を完了することが必要です。今回、2021年度に選手登録していれば、降級

免除が適用されることになります。 

 

Q2. 2022 年度にコロナ状況を判断し更新をしないという選択肢はないのですか？ 

A1. 有りません。 選手登録の更新は継続して行われなければならないので、更新手続きが必要となります。 

 

Q3. 2022 年度４月以降に状況判断し選手登録をして復帰する選手もいると思いますがどうすれば良いですか？ 

A3. 現在、2021 年の登録更新をしていない選手は、11 月 1 日をもって未登録となり、無級となってしまいます。保持している

持ち級を維持するためには、更新継続手続きを 10 月 31日までに行う必要があります。 

更に、2022年度より実施予定の規程では、2022年３月末までに継続登録を行わない場合、同じく未登録となり、登録選

手としての全ての資格と権利を失う事になります。 

期日までに 2022 年度分の選手登録の更新を行ってください。 

 

Q4. 選手には、選手登録をしていなくても 2021 年度の持ち級に戻り、降級規程の特例措置を平等に受けることは出来ないの

か？ 

A4．2020年度の規程に則り、未登録となった選手は、全ての資格と権利を失います。元の持ち級に戻ることは 

出来ません。 特例措置を平等に受ける為には、期限までに選手登録を行う必要があります。 

 

Q5．2020年は登録選手であったが、2021年は一般会員となり、選手登録費は納めていない。 

2022 年に改めて選手登録すれば、過去の級を戻してもらえるのではないのか？ 

A5. 選手登録の更新は継続して行われなければならないので、2021 年の選手登録をしていない場合、規程により資格が喪

失してしまいます。この件に関して、コロナに関連する特例措置は有りません。 

現在の級を維持するためには、必ず登録更新手続きを行ってください。2021 年度の登録更新を 10 月 31 日期限までに

行い、2022 年度の登録更新も年明けの 2022 年 3月末までに行なってください。 

以下余白 

2021年 7 月 05 日（月曜日） 会員サービスセンター長/一ノ瀬初男 
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登録選手各位 

（公益社団法人）日本ダンススポーツ連盟 

競技本部長  山口  剛 

三笠宮杯選抜戦のお知らせ 

                                 

２０２１年の三笠宮杯は、各ブロック代表選抜として、例年通り出場組数が Max.９６組に

限定されます。 

北海道３組、東北６組、関東甲信越２４組、中部６組、西部１２組、九州６組、学連２４

組の計８１組にシード選手（１２組＋α）とＪＤＳＦ推薦選手、9 月 5 日駒沢体育館での

予選会入賞者（最低３組）を加えて９６組に調整します。 

 

既に出場資格を獲得しているカップルおよび今後の資格獲得条件は以下の通りです。 

 

シード選手 

  スタンダード ： ２０２０年ダンススポーツランキング上位２組 

    小嶋 みなと 盛田 めぐみ 神奈川県 

    大西 大晶 大西 咲菜  富山県 

２０２１年三笠宮杯直前グランプリ 準決勝入賞者 

   

  ラテン    ： ２０２０年ダンススポーツランキング上位２組 

   大西 大晶 大西 咲菜  富山県 

五月女 光政  五月女 叡佳  栃木県 

２０２１年三笠宮杯直前グランプリ 準決勝入賞者 

  

 

なお、最終選考会エントリー者のうち、２０２１年グランプリの準決勝入賞カップルにつ

いてはエントリー状況によって優先的に出場権を付与し、プログラムに背番号と名前を掲

載します。（その場合、予選会は欠場しても三笠宮杯に出場できます） 

 

ＪＤＳＦ推薦選手 

２０２１年 8月 1日（浜松）ユース選手権上位６組 

  スタンダード ： 

ラテン    ： 

 

各シニアⅠスタンダード選考会上位３組 

２０２１年 ５月１６日（大阪）シニアⅠ 

ラテン選考会上位３組 

押川 慧悟   和田 知世   神奈川県 

村瀬 賢一 小笹 詩織 埼玉県 

石田 茂之   矢野 美帆子  茨城県 

以 上 
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三笠宮杯 ブロック代表選手 

関東甲信越（２４組）  6 月 20日更新 

２０１９年１１月以降の関東甲信越ブロックランキング対象競技会と２０１９年関東甲信

越ブロックランキングにより決定。 

具体的には、関東甲信越ブロックからの三笠宮杯出場資格者は以下の通り。（カップル解消

で権利消滅 学連からの推薦選手は除く） 

１．関東甲信越ブロックランキング対象競技会決勝入賞者 

２０１９年１１月４日 関東甲信越ブロック選手権 準決勝入賞者 

（カップル解消者を除く） 

スタンダード 

小嶋 みなと 盛田 めぐみ  神奈川県（シード選手） 

五月女 光政   五月女 叡佳   栃木県 

棚橋 健    盛田 舞香    東京都 

佐藤 祐馬   久保田 理沙   東京都 

岩﨑 将之   中山 絵里加   神奈川県 

飯沼 孟大   馬場 えりな   東京都 

藤森 春樹   金山 咲月    東京都 

倉科 翔    尾身 菜月    長野県 

木下 将希   小西 乙愛    千葉県 

髙杉 耕一   髙杉 綾子    東京都 

高原 範之   岩崎 有紗    東京都 

 

ラテン 

藤井 創太   Dariia Marinesk  千葉県 

五月女 光政   五月女 叡佳   栃木県（シード選手） 

大久保 稔也   吉村 春香    東京都 

太田 佳輝   岡田 愛彩    長野県 

小澤 玲音   牧野 果礼    山梨県 

村瀬 賢一   小笹 詩織    埼玉県 

石田 茂之   矢野 美帆子   茨城県 

藤原 直斗   青山 華奈    山梨県 

鈴木 佑典   堀口 真帆美   栃木県 

安藤 弘倖   山本 琴菜    東京都  

 

２０２１年 ４月 ３日（土） 神奈川県ダンススポーツ選手権決勝入賞者（６位まで） 

スタンダード 

小嶋 みなと 盛田 めぐみ  神奈川県（シード選手） 

守屋 駿   盛田 舞香  神奈川県 

飯沼 孟大   馬場 えりな   東京都 （関東甲信越と重複） 

岩﨑 将之   中山 絵里加   神奈川県（関東甲信越と重複） 

近藤 純   神城 真央   全日本学連 

綾野 晃志郎 長澤 穂乃花   東京都 

ラテン 

大矢 健太   寿 涼雅   神奈川県 

村田 知紀   北見 奈稚   神奈川県 

福馬 智生   泉名 咲璃   東京都 
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松本 武士   宮西 朋代   京都府（他ブロックにつき対象外）  

大津 裕司   橋爪 智寿   神奈川県 

岡本 博行   下村 敦子   神奈川県 

 

２０２１年 ５月 １日（土）  千葉県ダンススポーツ選手権大会決勝入賞者（６位まで） 

（中止） 

 

２０２１年 ６月 ６日（日） 東京都民ダンススポーツ大会決勝入賞者（６位まで） 

（中止） 

 

 

（シード選手との重複などにより２４組に達しない場合） 

1. ここまでで代表選抜選手がいない都県からの推薦選手 

スタンダード 

埼玉県   

新潟県   

群馬県   

茨城県 

山梨県   

 

ラテン 

新潟県   

群馬県   

 

 

2. ２０１９年関東甲信越ブロックランキング上位より規定組数まで 

スタンダード（30位まで） 

2019 年東京都大会、神奈川県大会、千葉県大会、栃木県大会の 6 位入賞カップル

は出場権があります。 

（以上、エントリー受け付けます。） 

 

ラテン（30位まで） 

2019 年東京都大会、神奈川県大会、千葉県大会、栃木県大会の 6 位入賞カップル

は出場権があります。 

（以上、エントリー受け付けます。） 

 

                                    以 上                                                                
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2021年5月30日 

2021年度 ＪＤＳＦ公認全国メイン競技会日程（予定） 

（注）JDSF公認競技会：全日本統一級としての昇降級対象競技会   

   全国メイン競技会準決勝入賞したＡ級選手は年度末Ａ級維持 

   （2013年度よりエントリー組数問わず） 

東京オープンダンススポーツ選手権［駒沢体育館］（中止） 

10/3  ダンススポーツグランプリ in熊本［ウイングまつばせ］ L 

5/16  ダンススポーツグランプリ in大阪［不死王閣］   S 

8/1  ダンススポーツグランプリ in静岡 

［浜松アリーナ／サブアリーナ］S 

9/12  ダンススポーツグランプリ in仙台［青葉体育館］ L  

9/26  ダンススポーツグランプリ in北海道［きたえーる］S 

  11/6,7  三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権大会［駒沢体育館］ 

 L ： ラテンのみ   S ： スタンダードのみ 

 

アジアンワールドダンススポーツフェスティバル （中止） 

11/14   JDSF PD Japan Dance Trophy［福岡：宗像ユリックス］ 

 

 

 

その他ＪＤＳＦ主催競技会等 

1月 10日 全日本シニア１０ダンス選手権［京都：伏見港公園体育館］ 

3月 21日 全日本 PD１０ダンス選手権［福岡：宗像ユリックス］ 

4月 11日 全日本ユース１０ダンス選手権［京都：西宇治体育館］ 

6月 13日 全日本１０ダンス選手権 ［名古屋市千種スポーツセンター］ 

8月 28,29日 第 16回オールジャパン・ジュニアダンススポーツカップ 
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［とどろきアリーナ サブアリーナ］ 

8月 8日 日本スポーツマスターズ 2021岡山大会記念事業 DS競技大会 

［ジップアリーナ岡山］ 

10月 31日 第 33回ねんりんピック［岐阜：飛騨高山ビッグアリーナ］ 

11月 14日 第 28回都道府県対抗全国ダンススポーツ大会［三重：サオリーナ］ 

（中止） 

 

全日本選手権シニアⅠスタンダード 

9月 12日 仙台［青葉体育館］ 

選考会： 10/3 熊本［ウイングまつばせ］ 

全日本選手権シニアⅠラテン 

5月 16日 大阪［不死王閣］ 

選考会：9月 26日 北海道［きたえーる］ 

全日本選手権シニアⅡスタンダード／ラテン 

４月４日 東京［駒沢体育館］ 

全日本選手権シニアⅢスタンダード／ラテン 

11月 14日 三重［サオリーナ］ 

8月 8日 日本スポーツマスターズ 2021岡山大会記念事業 DS競技大会 

［ジップアリーナ岡山］ 

全日本選手権シニアⅣスタンダード／ラテン 

8月 8日 日本スポーツマスターズ 2021岡山大会記念事業 DS競技大会 

［ジップアリーナ岡山］ 

全日本選手権シニアⅤスタンダード／ラテン 

8月 8日 日本スポーツマスターズ 2021岡山大会記念事業 DS競技大会 

［ジップアリーナ岡山］ 
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■会員サービスセンターからのお知らせ 

●本年度選手登録に関して 

6月 1日（火）に JDSF 競技本部より下記の通り通達がございました(一部抜粋) 

※詳しくは、1～3ページの『2021 年度の公認級別競技 昇降級規程の特別措置』をご参照

下さい。 

●最新の競技会開催状況等につきましては、下記 JDSF公式ホームページにてご確認下さい。 

［JDSF公式ホームページ］   https://adm.jdsf.jp/ 

 また、競技会のお申込みにつきましては、コロナ禍ということもあり、先着順やエントリー

組数が制限されている競技会など、直接主催者へのお申込みが多くみられますので、ご注意

ください。 

※最新情報にもご注意願います。 

●競技会、会員登録/更新に関するお問合せ先   officeat@jdsf.or.jp 

  回答に遅延が生じる場合がございますが、予めご了承下さいますよう宜しくお願い申し上げ

ます。 

●2021年指導員 講習会・研修会 

※今般の社会情勢を鑑み、各研修会・講習会の日程変更・中止が相次いでおります。その他

最新情報にもご注意願います。 

 

公認指導員養成講習会･選考試験（公認指導員資格取得を目指す方向けに実施） 

予定・確定 開催日 時間 開催県 場所 内容 

確定 
07.24 

07.25 
09:00～17:00 東京都 新宿区立大久保スポーツプラザ 講習会 

予定 08.22 09:00～17:00 東京都 新宿区立大久保スポーツプラザ 選考試験 

 

■JDSFオリジナルグッズ販売のご案内 

1．JDSFオリジナル CDの新商品『DanceSport vol.28』が 5月 17日（月）に発売されました。 

今回は石原正幸様、石原蘭羅様にご選曲いただき、さらに踊りやすく・躍動感のある・美し 

い 24 曲を制作しました。 

トップクラス競技会から各種競技会、各種イベントなどに幅広く使って頂ける内容となって 

おりますので、ぜひご検討ください。 

 2．JDSFオリジナルグッズの新商品『JDSFオリジナルマスク』が好評発売中です。 

素材、縫製ともに MADE IN JAPAN、三層構造・遮熱・抗菌防臭など高機能でウォッシャブル、 

耳掛け部分の調整可、肌触りも良く特に飛沫防止に効力を発揮致します。 

サイズは２種、デザインは６種とバリエーション豊富で、その中から自由にお選びいただけ 

るとともに、まとめ買いでさらにお得にお買い求めいただけます。 

3．JDSFオリジナルグッズ商品『新靴底』も好評販売中です。 

『新靴底』はダンスシューズの靴底を手軽に貼り替えること（重ね貼り）により、古くなっ 

た靴底を再生し、履きやすく、踊りやすくする商品です。 

男性用（黒）・女性用（ベージュ）に、それぞれボンド入りとボンドなしをご用意しており 

ます。新商品につき、当面の間送料無料ですので、ぜひご検討ください。 

※ボンド入りには、約 1足（両足）の貼り替えにご使用頂く目安量のボンドが付属されてお 

ります。既に靴底貼り付け用のボンドをお持ちの方は、ボンドなしをご購入ください。 

4．会員様向け『JDSFオリジナルピンバッジ』も発売中です（1個 500 円）。 
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■ 各 DSCからのお知らせ 

●東京都 DSC 

1. 2021 年度東京都 DSC 独自会費 500 円(別途引落手数料 150 円かかります)につきましては、

11月に引落しの予定でした。 

会員サービスセンターからシステム上不整合が出てくる恐れがあるので 8 月 27 日(金)に引

落させてほしいという要請があり引落日を変更させていただきます。 

尚，隔年三笠宮チケット（販売活動）にご協力いただいておりましたが 2020 年度総会第 6

号議案で廃止することを決めさせていただき今年度からなくなりました。 

会員の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

問合せ：メール tokyo-dsc@jdsf.or.jp 

                             文責者：東京都 DSC 柳堀 一美 

 

●DSC神奈川 

DSC神奈川主催による定期練習会を開催します。 

各月１回の予定で県内の練習会場で実施します。コロナウィルスの関係で現状では練習会場

は限られていますが、県内各地で行われるように考えています。 

現在の開催予定は、下記の２回(同一会場)となります。【P13～14をご覧ください】 

日 時：2021年 8月 22日(日) 、同年 9月 19日(日) 

会 場：うみかぜテラス（茅ヶ崎公園体験学習センター内） 

その他：参加費、注意事項等は添付の案内チラシをご覧ください。 

   

申込先  mail：dance.dsc.kanagawa+practice@gmail.com 

           Tel：090-6044-7118 （大江） 

尚、定員制で先着順になっております。 
 

 

●埼玉県 DSC 

1. 会員の皆様におかれましては、新型コロナウィルス感染予防対策のため、色々とご苦労さ

れていることと存じます。少しでも早く日常の生活に戻れ、ダンスの再開ができることを願

っております。 

2. 前回の通信で掲載させていただきました DSC 総会の議案につき、会員の皆様からの否定的

なご意見はお伺いできなかったので、会員の皆様から議案は承認されたものとして、今年度

の活動を行っていきたいと考えております。ただ、未だ感染予防対策が優先される現状では、

ＤＳＣの活動も消極的にならざるをえない状況です。ワクチン接種が進み、集団での活動が

できるようになってから、ＤＳＣの活動も少しずつ進めていきたいと存じます。 

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、

ご連絡をお願いします。                               

 （埼玉県DSC会長 池田一弘） 

                                      連絡先  wittmann-112@jcom.zaq.ne.jp 
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●新潟県 DSC 

1. 第３７回新潟県ダンススポーツ大会＆シニアⅢ関東甲信越選手権大会 

  新型コロナウィルスの蔓延が続いているなかですが、新潟県内での同ウィルスの流行が少し

落ち着いており、ワクチンの接種も順調に進む事が予測されるため同大会が、１０月３日

（日）に長岡市みしま体育館で感染予防対策を徹底し開催されます。当日は A 級～D 級１

級戦、シニアⅢが開催されます。新潟県DSC 会員の方は選手としての参加をお願いします。 

尚、選手として参加出来ない方は、役員の協力をお願いします。 

 詳細は JDSF ホームページのシラバスを参照願います。 

 

文責者：新潟県 DSC 相田 司 

 

 ●栃木県 DSC 

  ご報告が遅くなり大変申し訳ございません。 

過日、6月 27日(火)に栃木県 DSC会費 1,000円を会員の皆さまの登録口座より引落しをさせ

ていただきました。 

日頃より、会員の皆さまには DSC運営に際しまして、ご理解とご協力を賜り深く感謝いたし

ます。 

コロナウィルスに負けることなく、皆さま方の益々のご健康を心よりお祈り申し上げます。 
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【重要】ご記入頂いた個人情報は、ダンススポーツの普及振興を目的とする会員管理（昇降級を含む）、資格管理及び
開催する事業に関する通知連絡･報告並びに会報誌等情報の提供、事業（ﾊﾟｰﾃｨ、講習会、競技会等）、オリジナル
グッズ販売等情報提供、再入会のお誘いの目的以外には利用いたしません。
詳しくはホームページ掲載の「個人情報の取扱について」をご覧ください。

　太線枠内は必要事項です

例

連絡先 〒 電話 携帯

フリガナ

氏名

フリガナ

氏名

ｴﾝﾄﾘｰ手続料明細

円× 円

円× 円

円× 円

＜　注意事項　＞

・会員サービスセンターの締切日は

・出場料は原則として
　登録してある口座から引き落としになります。
　（振込はしないでください）

・シニアの区分に申し込む場合は、
　リーダー、パートナーともに会員証を貼り
　年齢の記入も忘れずにお願いします。

　（年齢確認のため）

2020年(令和2年)11月12日作成

登録済の組相手とエントリーする場合はパートナーは不要
登録済の組相手以外とエントリーする場合はパートナーは必要

20××年

JDSF全国統一級選手登録証

コピー貼り付け

バーコード必要

大会事務局締切の一週間前です

コピー貼り付け

バーコード必要

パ  ー  ト  ナ  ー

ＮｏＹｅｓ↓　カップル登録パートナー？

リ  ー  ダ  ー 必須

登録済の組相手とエントリーする場合はリーダーのみで可

20××年

JDSF全国統一級選手登録証

受   付   番   号 背  　 番 　  号

区分=

区分=

区分=

パ  ー  ト  ナ  ー 年  齢 　選  手  登  録  番  号 所属(都道府県/下部組織/サークル)

リ  ー  ダ  ー 年  齢 　選  手  登  録  番  号 所属(都道府県/下部組織/サークル)

申
込
者

住
所

氏
名

19 20

JDS

区分 11 12 13 14 15 16 17 18

9 10

略称

競技区分 1 2 3 4 5 6 7 8

申     込     団     体     名　　等 責      任      者

都県DSC（会員サービスセンター）
電 話 03-6457-1846

氏  名 都県DSC事務取扱会員サービスセンター長一ノ瀬初男(印影略)

【会員サービスセンター登録会員専用】

競技会名称

JDSF競技会エントリーシート

(JDSF標準様式) 開   催   日 締   切   日 ｴﾝﾄﾘｰ手続料 合計

公認番号(                                  )
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