
 

●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拡大防止対策

としての安全確保と事業規模縮小のため事務局内の人員を制限して業務を行っています。 

会員の皆様にはご不便をおかけしておりますが、事務局へのお問合せ・ご相談につきまして

は以下のメールアドレスまたは、FAXにてお受けしております。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。   FAX:03-6457-1857(大代表) 

★競技会、会員登録/更新に関するお問合せ kaiin.information@jdsf.or.jp 

★各種研修会。指導員証の発行等、指導員に関するお問合せ shidoin.information@jdsf.or.jp 

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 JDSFオンライン会員の登録について  

2～3 「新型コロナウィルス感染予防対応競技会」 
 開催ガイドライン （再改訂版）  

4～5 『2021年度の公認級別競技 昇降級規程の特例措置』通達  

6 『2021 年度の公認級別競技 昇降級規程の特例措置』 
関東甲信越ブロック DSC専用版 Q＆A 

 

7～8 三笠宮杯選抜戦のお知らせ(全国)  

9～10 三笠宮杯ブロック代表選手 (関東甲信越)  

11 会員サービスセンターからのお知らせ  

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

12 東京都 DSC：東京都 DSC会費 500円引き落としについて  

12 
DSC神奈川：①定期練習会の開催 

②役員、サポート委員の募集 
案内チラシ参照(P15～16) 

12 埼玉県 DSC：指導員資格証明書の発行について 添付資料参照(P17～18) 

13～14 ＪＤＳＦオリジナルマスク 新色誕生(ベビーピンク)！  チラシ・購入申込書 

15～16 定期練習＆交流会【10/3(日)・11/14(日)】 DSC神奈川 

17～18 
「指導員資格における証明書の発行について(通知)」 

及び「研修終了シール申込書(埼玉県)」 
埼玉県 DSC 

添付資料 DanceDanceDance№100  全会員 

 

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.2021-05(2021.09.25) 

JDSFcom 通信 

 〒103-0001中央区日本橋小伝馬町 12-2東屋ビル７階 

TEL 03-6457-1846    FAX 03-6457-1847 
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                                             JDSF(競)通達 21-0004号 

関係各位                                                    2021年 8月 28日 

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  

競技部長   蒲生 志津雄 

 

「新型コロナウイルス感染予防対応競技会」 開催ガイドライン （再改訂版） 

 

新型コロナウイルスの感染状況が落ち着きを見せず、さらなる感染拡大の恐れもあり、感染予防対策の 

手を休めることができません。 

      このような状況下においては、さらに三密対策、マスク着用、手指消毒や手洗い、対人距離２㍍等、 

これらは今後も継続する必要があります。 

  

ＪＤＳＦとしては、これらの状況や実態を考慮した上で、競技会運営方法を検討し「新型コロナウイルス感 

染予防対応競技会」の開催ガイドライン再改訂版を作成しました。 

主催団体は、競技会の開催にあたり、関係省庁、上部団体、自治体等の新型コロナウイルス感染予防 

対策、さらに施設会場の使用条件を遵守し、下記開催ガイドラインに留意して開催してください。 

 

尚、このガイドラインは関係省庁､上部団体､自治体等のガイドラインや情報を基に作成しております。 

ガイドラインや情報は随時更新されています。主催団体におかれましては、最新の感染予防対策の情報と 

施設の使用規定に基づき、地域の状況に応じた競技会を、感染予防の自覚と責任を持って開催してください。   

 

新型コロナウイルス感染予防 基本対策４項目 

1，三密状態(密閉､密集､密接)排除 定期的な室内換気。 使用人数制限遵守。 対人距離２㍍の保持。 

２，接触対策     こまめな手指消毒と手洗い。 接触部分の定期的消毒等の対応。  

３，飛沫感染対策  マスク類の着用。 透明ビニールスクリーン等での飛沫拡散防止策。 

４，体調管理     当日朝の入館者の健康チェックシート回収。 入館前の体調確認と入場制限の対応。 

 

具 体 的 取 り 組 み 

      大会役員、競技出場者で基礎疾患や重大な持病がある場合、新型コロナ感染に強い不安がある場合、 

又、当日の健康観察で異常が出た場合は、充分に考慮され、参加の取りやめをお勧めします。 

「選手１カップルは一人格と捉え、競技出場に際しては、常日頃から感染予防に努め、他の人とは組まない 

特定カップルである」としますが、施設の利用規定には従ってください。 

 

     Ⅰ、大会主催者が遵守すること 

１、施設会場等の新型コロナ感染対策の利用規則を最優先し、感染予防基本対策４項目を遵守する 

①施設会場の利用規則に従い、事前打ち合わせを充分行って下さい。 

②三密状態排除の具体的対策を検討実施する。 

③手指消毒剤の設置とこまめな手洗いを促す案内。 

④入館者のマスク着用(選手、役員も着用のこと)。  対人距離２㍍の保持。  

⑤健康チェックシートの記入と提出（当日の朝に役員、審判員、選手等、入館者全員に提出を求める）  

・健康チェックシートはシラバスに添付すること。 

JDSFホームページからもダウンロード可。又は所属加盟団体より写しを取り寄せる。 

・大会当日朝に記入して、選手受付や大会責任者に提出する。（チェックシートは個人情報保護に充分 

留意し、最低１ヶ月は責任者が保存し、不要となった時点で責任をもって処分すること） 

⑥大会終了後２週間以内に感染者が発生した場合、自治体の関係部署と参加者、所属団体に報告連絡する。 
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２、シラバス記載内容 （地域の状況に応じた感染予防対策を記載し、通常と異なる内容を明記する） 

   ①新型コロナウイルス感染予防対策や各種制約遵守等を明記する。  

②収容人数の制限。 (出場選手と大会役員のみの無観客の場合もありうる)  

  有観客、無観客に限らず、体育館の人数制限指示を遵守する。 

  設置自治体や体育館管理者からの指示が何よりも最優先され決定されます。使用人数が少なければ 

感染確率は低くなりますが、人数制限内であるのなら有観客も問題は無いと考えます。 

③エントリー申込み。 (申込み期間の限定や人数制限がある場合、抽選又は先着順等を表記する) 

④接触回避を図るために練習時間や方法を工夫する。 (練習タイムなしや少人数での実施を考慮する)  

⑤「競技関連規程緩和」適用の場合はその旨を記載する。（特例緩和適用競技会、演奏時間、種目数減等）  

 

 ３、競技会運営上での感染予防と接触回避の工夫 

   ①スタッフ対応人数。感染予防のための定期的巡回と必要箇所の消毒、確認チェックシートの作成と記入。 

②選手受付の三密対策の工夫と方法を考慮する。状況に応じて､入館時の体温チェックと手指消毒の実施。  

③選手控えスペース(1組 2ｍ×2ｍ)の確保。定期的換気（３０分につき５分）。 食事の取り方(場所順番等) 

 全国の開催地域により感染度合いが異なり、その対策、対応はその地域によっても異なっています。 

 定期的換気の頻度もそれにより求められると考えられ、一律に 30分に 5分の換気でもないと思います。 

また、担当者が忘れることもありえますので、気がつかれた段階で助言することも大事なことと考えます。 

④入退場一方通行等、人の密集を避ける流れを検討し実施する。  

⑤審判員のマスク（フェイスシールドもあり得る）着用。  

⑥採点集計、接触回避の工夫。 （リアルシステムの活用等） 

⑦結果掲示、結果案内表示やアナウンス等などの工夫をする。   

⑧表彰式、接触回避の工夫。 （賞状順次手渡しのみ等） 

   

      Ⅱ、出場選手が遵守すること 

１、感染予防対策、施設会場等の利用規則や制限を遵守する  

①下記の項目に該当する場合は、出場することはできない。 

 ・２週間以内に海外渡航経験がある場合や本人、同居家族等、知人に感染者や感染の疑いがある場合。 

 ・健康チェックシートの発熱等の異常欄に該当する項目がある場合。 

②競技会終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合、速やかに競技会主催団体と 

所属団体に報告すること。 

   ③関係省庁、上部団体、自治体、施設会場、及び JDSFの感染予防対策やガイドラインを遵守する。 

  ２、大会当日に守るべきこと 

① 当日の朝にチェックシートの発熱等の異常欄に該当する項目がある場合、出場を断念し参加しない。 

② チェックシートは、各個人が当日朝に記入し、受付時に提出する。 

③ 上記基本対策の４項目は、常に意識し、遵守すること。 

④ 主催者が決めた指示内容を遵守協力し、感染防止に努める。（守れない場合は施設退館もありうる） 

⑤ 競技中も原則マスク着用を義務とするが、外すことが可能な時は感染予防を踏まえ、自己管理とする。 

⑥ 新型コロナウイルス感染防止のため、ペットボトルの空容器や食べ残し等は、必ず家まで持ち帰ること。 

 

以上     

  

 

本件の問合せと連絡先 ： 

 (公社)日本ダンススポーツ連盟 TEL 03-6457-1850   FAX 03-6457-1857 

                 E-mail  kaiin.information@jdsf.or.jp 

                                    山口競技本部長  蒲生競技部長  大塚管理部長 
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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 11月 6日（土）

駒沢体育館での最終選考会（9 月 5 日の代替）入賞者（最低３組）を加えて９６組以下に

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年グランプリ in北海道 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年グランプリ in熊本 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 ： 木下 将希   小西 乙愛   ブルボンＤＳＴ千葉県 

津田 琥汰朗   津田 マリア 大阪府 

中村 ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ漸  中村 ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ永理 東京都 

ホワイトン 謙心 ホワイトン 夏奈実 ブルボンＤＳＴ神奈川県 

高階 凌   馬場 梨紗子 北海道 

山下 遥聖   山下 実彩妃 愛知県 

 

ラテン    ： 山本 壮真   三喜 真梨菜 ブルボンＤＳＴ愛知県 

今西 竜矢   今西 心菜   東京都 
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小島 獅桐   牧野 果礼   群馬県 

高橋 海   鈴木 柚葉   千葉県 

ホワイトン 謙心 ホワイトン 夏奈実 ブルボンＤＳＴ神奈川県 

足立 陽貴   足立 心優   京都府 

 

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 

 

２０２１年 ９月１２日（仙台）シニアⅠ（中止） 

スタンダード選考会上位３組 

２０２１年 ９月２６日（北海道）シニアⅠ 

ラテン選考会上位３組 

２０２１年 １０月３日（熊本）シニアⅠ 

スタンダード選考会上位３組 

 

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）  8 月 30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（JDSF推薦選手） 

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（JDSF推薦選手） 

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 

99



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  倉田 尭敏   山本 菜歩子 

新潟県  高橋 佳史  竹内 花菜江組 

群馬県   

茨城県  石田 茂之  矢野 美帆子 

山梨県   

 

ラテン 

新潟県  澤田 勇  高見 柚季組 

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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■会員サービスセンターからのお知らせ 

●次年度更新に関して 

 毎年、次年度更新に際し、更新案内（登録内容確認書、継続登録の手引き）を 9月広報誌と

一緒にお送りしておりますが、登録年度期間の変更に伴い、来年度（2022年度）の更新案

内に関しましては、11 月広報誌と一緒にお送りさせて頂きます。 

 11月広報誌をお受け取りになりましたら、必ず開封し更新案内をご確認下さいますよう宜

しくお願い致します。 

  ※なお、登録年度は 2022 年度より「2022 年 4 月～翌年 3 月」となります。 

  ※2021 年度選手登録者は、現在の会員証のままで 2022 年 3 月末の競技会まで出場可能です。 

2022 年 4 月以降の競技会に出場される場合は、2022 年度の会員登録、及び選手登録を行ってください。 

 

●本年 2021年度登録選手の 2022年への昇降級登録に関して 

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、1～2ページの『2021年度の公認級別競技 昇降級規程の特例措置』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致します。 

■JDSFオリジナルグッズ販売のご案内 

1．7月 27日に JDSFオリジナルマスクの新色が発売しました。 

新色の JDSFオリジナルマスクは、多数のご要望にお応えし、ブラックとベビーピンクの二 

色となります。 

従来の白地と同様、素材、縫製ともに MADE IN JAPAN、表面と裏面の間に不織布フィルター 

を挟み込んだ三層構造・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。 

さらに、マスクの形状を微調整し、ズレにくさと、紐をしめた際のシワの寄りも少なくし、 

飛沫を最大限に抑え、立体裁断で呼吸も楽に出来るよう改良を加えております（従来の白地 

も同様に改良を加えております）。【★P.13～14をご覧ください】 

2．JDSFオリジナル CDの新商品『DanceSport vol.28』が好評発売中です。 

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。 

3．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）。 

 4．他にも多数商品を取り揃えております。 

  詳しくは JDSF公式ホームページのグッズ販売ページをご覧ください。 

  URL：https://www.jdsf.or.jp/sale/goods/ 

1111



■ 各 DSCからのお知らせ 

 

●東京都 DSC 

１．本年度東京都ＤＳＣ会費一人 500円は８月２７日に引落にさせていただきました。 

会員皆様のご理解ありがとうございます。 

文責者：東京都 DSC 柳堀 一美 

 

●DSC神奈川 

1. DSC神奈川主催による定期練習会を各月１回の予定で開催しています。 

コロナ禍により練習会場は限定的ですが、10 月以降の開催は下記の２回(同一会場)です。 

日 時：2021年 10月 3日(日) 、同年 11月 14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。【★P15～16参照】 

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。 

 

２．DSC神奈川では 2022 年度の役員等を募集します。 

DSC神奈川の組織運営およびイベントの企画等にご協力いただける方は、DSC神奈川の役員

または下記の DSC事務局にお問い合わせください。 

※各種イベントや練習会の実行委員としてご協力頂ける方（サポート委員）も募集します。 

 

DSC神奈川事務局  mail：dance.dsc.kanagawa@gmail.com 

 

●埼玉県 DSC 

１．添付資料として「指導員資格における証明書の発行について(通知)」及び「研修終了シ

ール申込書(埼玉県)」という書面を添付しました。指導員資格をお持ちの会員におかれま

しては、同書面を閲読していただき、ご対応をお願いいたします。 

【★P17～18をご覧ください】 

２．今年度の関東甲信越ブロック大会は、新型コロナウィルス感染症対策のため、開催は中

止となりました。毎年、同大会には、埼玉県の代表選手を派遣しておりましたが、今年は

中止となり、代表選手の活躍を会員の皆様にお伝えできないのが残念です。 

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。なお、１項の証明書の発行についてのご質問は埼玉県連盟事務局  

までお願いいたします。             

 

（文責 埼玉県 DSC 池田一弘） 

            連絡先  wittmann-112@jcom.zaq.ne.jp 
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以下の表から選んでお申込みください。

＋ ⇓ ⇓

⇓ ⇓ ⇓

（注１）申込みは必ず総合計の金額を払込んだ「郵便払込金受領証」あるいはその写しを貼付してください。
（注２）郵便振込金受領証の通信欄に「ＪＤＳＦオリジナルマスク申込み」と明記して下さい。
（注３）本書をFAX、または郵送にてお申込み下さい。

〒

申込年月日：西暦 年　　　　　月　　　　　日

カラー
①

カラー
②

カラー
①

NEW
7

ブラック

白

生地

白

白

白

白

白

6

1

2

3

4

項番

③

④

⑤

⑥

5

単価

950円

Ｍ

Ｍ

JDSFカラー
NEW

9
ベビー
ピンク

合計

NEW
10

ベビー
ピンク

1,100円

単価 単価

5枚以上送料無料

円

5枚以上送料無料

合計
金額 円

送料：400円

合計
金額 円

1,000円

合計
金額

FAX：　　　　　　　　（　　　　　　　　）TEL：　　　　　　　　（　　　　　　　　）

数量

枚

枚

枚

枚

公益社団法人日本ダンススポーツ連盟
〒103-0001
東京都中央区日本橋小伝馬町12-2 東屋ビル7階
TEL：03-6457-1850　　FAX：03-6457-1857

 ◎申込先

郵便振替口座番号　00160-7-282928
加入者名　　ＪＤＳＦ事業部

◎郵便振替口座番号・加入者名

郵便払込金受領証
あるいは

その写しをここに貼付してください。

枚

枚

枚

枚

枚

枚

サイズ

Japan Dance Sport Federation

カラー

ＪＤＳＦオリジナルマスク　購入申込書

会員番号：

（　　　　　　　　　　　　　　　）

ダンススポーツ連盟　

購入者氏名（フリガナ）：

加盟団体名

配送先

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ
NEW

8
ブラック

NEW
18

Japan Dance Sport Federation

カラー
Ｌ

枚

Japan Dance Sport Federation

カラー

項番 ロゴ色 サイズ 数量

11 JDSFカラー Ｌ
枚

12 JDSFブラック Ｌ
枚

13 JDSFグレー Ｌ

ロゴ色

JDSFカラー

JDSFブラック

JDSFグレー

JDSFゴールド

Japan Dance Sport Federation

カラー

Japan Dance Sport Federation

ブラック

JDSFカラー

16
Japan Dance Sport Federation

ブラック
Ｌ

枚

NEW
17

JDSFカラー Ｌ
枚

枚

14 JDSFゴールド Ｌ
枚

15
Japan Dance Sport Federation

カラー
Ｌ

枚

NEW
19

JDSFカラー Ｌ
枚

NEW
20

Japan Dance Sport Federation

カラー
Ｌ

枚

カラー
①

カラー
②

ベビー
ピンク

ベビー
ピンク

カラー
②

枚

会員 ⇒ ＪＤＳＦ

２０２１ - ０７ 版

［購入枚数：1～4枚の場合］

購入枚数 小計

枚 円

※1枚あたり100円値引き※
［購入枚数：5～9枚の場合］

円枚

小計購入枚数

※1枚あたり150円値引き※
［購入枚数：10枚以上の場合］

円

小計

枚

購入枚数

種類

①

②

種類

①

②

③

④

⑤

⑥

カラー
①

カラー
②

生地

白

白

白

白

白

白

ブラック

ブラック
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2021 年 9月 6日  

                                    

 埼玉県ダンススポーツ連盟 指導員 各位 

埼玉県ダンススポーツ連盟  

事務局長 高橋 和代 

指導部長  押田 恒由 

  

指導員資格における証明証の発行について(通知)  

   

平素は当連盟の活動に温かいご協力を賜りまして誠にありがとうございます。  

早速ですが、公益社団法人日本ダンススポーツ連盟が認定する甲種特定指導員[ダンススポ

ーツ特定指導員]ならびに公認指導員(競技力 A～C,普及力 A～C)の資格保有者に発行する

証明証について下記の対応が決まりましたのでご案内します。  

なお、JDSF 会員証は紙媒体での発行を 2023 年に廃止しデジタル会員証へ移行することか

ら、指導員資格の証明証も同じタイミングでデジタル化する方向で検討中です。 

 

記  

  

●甲種特定指導員の証明証について  

 2021 年の甲種特定指導員登録料の納付確認がとれた皆様を対象に、新たなデザイン及び

カード素材の甲種特定指導員証を無償で７月中旬から、資格保有者各自の登録先住所に順

次送付しています。  

  

●公認指導員について  

 ・既に発行済み公認指導員証明証は、裏面の研修終了証の印字部分のみ更新する必要が

あることから、将来の認定証デジタル化を見据えて今回は 2021 年～2025 年の研修受印

欄を印字した裏面シールを資格保有者に配布し、各自でシール貼付する対応とします。  

  

・資格保有者への裏面シールは、来年度埼玉県ダンススポーツ連盟で実施予定の研修会に

て配布いたします。但し、それまでに必要がある方は、研修終了証シール申込書に必要事

項を記入して JDSF 本部までご提出をお願いします。  

  

・新規指導員への公認指導員証明証の発行は、指導員登録料の初回納付が確認できた段階

で無償発行いたしますが、今回、甲種特定指導員証同様に新カード素材へ変更します。な 

お、指導員資格区分変更や紛失に伴う再発行は従来どおり有償発行します。 

                                                                          以上 

【本件問い合わせ先】 

埼玉県ダンススポーツ連盟事務局 E-mail: kazuyo.takahashi@silver.plala.or.jp 
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公益社団法人日本ダンススポーツ連盟 

 

公認指導員認定証貼付用 

研修終了証シール申込書 

★申込日     西暦      年   月   日 

 

 

申込シート数          シート (  シール/シート) 
 

 

 

 

申し込み先 及び 問合わせ先 

 

公益社団法人日本ダンススポ－ツ連盟 

JDSF本部事務局（担当 岸尾） 

 

〒103-0001  

東京都中央区日本橋小伝馬町 12-2 東屋ビル 7 階 

TEL 03-6457-1850 FAX 03-6457-1857 

 
※本書を Faxまたは郵送でお申込み下さい。 
 

 

 
     研修終了証シール見本 

A4 判 10 面 四辺余白付 角丸 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注1) 研修終了証シールは必要最低限の枚数でまずは申し込み願います。配布後に不足した場合は追加(補充)申込可能。 

(注 2) 研修終了証シールの作成代金は発生しません。申込書記載のお届け先に送料無料で発送します。 

注
文
者
（
お
届
け
先
） 

 

加盟団体名                         

フリガナ 

氏名              会員番号          

住所 〒                            

 

                                

電話番号                FAX             

E-mail                                  
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