
 

平素は当連盟の活動に、温かいご協力を賜りましてありがとうございます。 

日本ダンススポーツ連盟は、7月 11日より以前あった場所 有明に、心新たに移転いたしました。

今後とも会員皆様のご厚情を賜りますようお願い申し上げます。 

 

★新住所   〒135-0063 東京都江東区有明 3-4-2 有明センタービル 1階 

       TEL 03-6457-1846  FAX 03-6457-1847       

★お問合せメールアドレス  officeat@jdsf.or.jp  

なお、最新の情報につきましては、下記 JDSF公式ホームページでご案内させていただきます。    

➡ URL: 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 
関東甲信越ブロック選手権シニアⅢ(後期) 

2022年第 44回千葉県ダンススポーツ競技大会 
2022年 8月 13日(土) 

2～4 2022ダンススポーツグランプリ in仙台 2022年 9月 11日(日) 

5～6 三笠宮杯 ブロック代表選手 (関東甲信越)  

7～8 三笠杯選抜戦のお知らせ(全国)  

9 ウクライナダンススポーツ連盟 活動支援のお願い  

10 会員サービスセンターからのお知らせ  

10～11 JDSFオリジナルグッズ販売のご案内  

11 東京都 DSC：東京都 DSC会費 500円引落しについて  

12 

DSC神奈川：新ホームページへのアクセスのお礼 

  定期練習会のお知らせ 
添付資料あり 

13 埼玉県 DSC：DSC総会の議案の承認について  

13 新潟県 DSC：サマーフェスティバル中止のお知らせ他  

14 JDSFオリジナルマスク購入申込書  

15 DSC神奈川 定期練習＆交流会 8/21(日)・9/17(土) 

 

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  
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【日　時】　２０２２年８月１３日(土)９：３０～１９：００　　　【開場時刻】　８：１０

※会場への問合せは遠慮してください。
【主　催】　千葉県ダンススポーツ連盟　　　【共　催】　成田市ダンススポーツ協会
【後　援】　千葉県、公益財団法人千葉県スポーツ協会、公益社団法人日本ダンススポーツ連盟　　

【エントリー手続料】　１区分５、０００円　　ﾌﾟﾚｼﾞｭﾆｱ､ﾌﾟﾚｼﾞｭﾌﾞﾅｲﾙは1区分２，０００円
※エントリー手続料は、当日受付でお支払いください。
※中止になった場合事前に振り込まれたエントリー手続料の払い戻しは致しません。

【申込締切】　２０２２年７月１３日(水)必着
※行政や施設側の要請により開催を中止する場合があります。事前にHP等でご確認ください。
※競技会運営の都合によりエントリー組数を先着順で制限する場合があります。予めご了承ください。

【申込方法】①JDSF 選手登録されている方はJDSF公認競技日程サイト(https://admjdsf.jp)よりWebｴﾝﾄﾘｰでお申込みください。
※Webエントリーの場合、事前にオンライン会員登録が必要です。
②又は、JDSF標準様式(A4判)に全項目記入の上、個人で直接下記申込先に郵送してください。
※申込後の区分変更はできません。

【申込先】　〒264-0025  千葉市若葉区都賀3-24-1 MTビル３０６　　千葉県ダンススポーツ連盟　宛　　
【キャンセル】エントリーのキャンセルは7月13日(水)までにE-mail(下記県連盟事務所宛)にて受け付けます。

　E-mail:jdsf-chiba@orange.plala.or.jp
それ以降は当日欠場扱いとしますので、申込エントリー手続き料を下記口座に振込をお願いします。
※必ず、振込用紙の通信欄に「背番号」、「選手名」を記入してください。

〔郵便振替口座番号〕　００１５０－５－２９４９９　　〔加入者名〕　千葉県ダンススポーツ連盟
【選手受付】　ラテンの〆切は９：００　　スタンダードの〆切は１１：００
【新型コロナウィルス感染予防についてのお願い】

・使用済のマスク、ペットボトル、弁当箱、ゴミ等は各自持ち帰ってください。
・練習時間は設けないので、各自で準備運動を十分に行ってください。
・選手控えスペースとして１組あたり約４ｍ²（２ｍ×２ｍ）を確保してください。

【注　意】
・大会出場に際し、ご自身の健康管理の確認を徹底し、自己責任で出場をお願いします。

・会場内は土足厳禁です。ビニール袋と上履きをご持参ください。　
・新しいヒールカバーを着用してください。

・この競技会の音楽はJDSFオリジナルCD"DanceSport"を使用します。
・ホームビデオ等で撮影した映像、音楽のコピーの配布及びインターネットの配信・投稿を禁じます。

【競技内容】
区分 略称 昇降級    競技名称     種　目 フィガー 服　装       出　場　資　格

1 FJL 無 千葉県選手権ﾌﾟﾚｼﾞｭﾆｱラテン S・C 年内15歳以下、同性同士可
2 FVL 無 ﾌﾟﾚｼﾞｭﾌﾞﾅｲﾙラテン S・C 年内11歳以下、同性同士可
3 JAL 有 JDSF Ａ級戦ラテン S・C・R・P・(J ） JDSF登録選手
4 JBL 有 JDSF B級戦ラテン S・C・R・（P） JDSF　B級以下登録選手
5 JCL 有 JDSF C級戦ラテン S・（C）・R JDSF　Ｃ級以下登録選手
6 JDL 有 JDSF Ｄ級戦ラテン S・R JDSF　Ｄ級以下登録選手
7 MAL 有 ｼﾆｱⅡ A級戦ラテン S・C・R 該当年齢JDSF 登録選手
8 GAL 有 関東甲信越ﾌﾞﾛｯｸ選手権ｼﾆｱⅢラテン S・C 該当年齢JDSF 登録選手
9 FJS 無 千葉県選手権ﾌﾟﾚｼﾞｭﾆｱスタンダード W・Q 年内15歳以下、同性同士可
10 FVS 無 ﾌﾟﾚｼﾞｭﾌﾞﾅｲﾙスタンダード W・Q 年内11歳以下、同性同士可
11 JAS 有 JDSF Ａ級戦スタンダード W・T・（V）・F・Q JDSF登録選手
12 JBS 有 JDSF B級戦スタンダード W・T・F・（Q） JDSF　B級以下登録選手
13 JCS 有 JDSF C級戦スタンダード W・（T）・F JDSF　Ｃ級以下登録選手
14 JDS 有 JDSF Ｄ級戦スタンダード W・F JDSF　Ｄ級以下登録選手
15 MAS 有 ｼﾆｱⅡ A級戦スタンダード W・F・Q 該当年齢JDSF 登録選手
16 GAS 有 関東甲信越ﾌﾞﾛｯｸ選手権ｼﾆｱⅢスタンダード W・Q 該当年齢JDSF 登録選手

※（　）内種目は最終予選から行います。
※区分3と4、区分5と6、区分11と12、区分13と14は重複出場はできません。

【審判員】　JDSF公認審判員（７名）　　　　【空調設備】有　　【駐車場】有　

【入場料】無料（無観客：状況により有観客（【新型コロナウィルス感染予防についてのお願い】厳守）
　　　　　　　　　　　　　　　必ず大会直前にJDSF千葉のホームページでご確認願います

・会場入場時に検温・手指消毒をすること。
・会場内では必ずマスク(ｼｰﾙﾄﾞのみは不可)を着用すること。（競技中については当日の条件によって緩和する）

・出場者名簿一覧表及び競技成績結果等がJDSFホームページ等に掲載されることを了解の上で、出場申込をしてください。

・別紙のチェックシートに当日朝の健康状態等を記入して持参してください。内容により入場をお断りする場合があります。
・主催者の指示内容を遵守し感染防止に努めてください。（守れない場合は会場から退場していただくこともあります。）

・大会終了後、１４日以内にＰＣＲ検査で陽性と診断された場合は、主催者側に至急連絡をお願いいたします。

・大会中に発生した事故の応急処置は行いますが、その後は責任を負いかねますので、自己管理の徹底をお願いします。

・大会に関する報道や映像メディア販売等に於いて選手の名前、写真及び映像を使用する権利はすべて大会主催者に帰属します。

2022第44回千葉県ダンススポーツ競技大会　　　(JDSF公認　№220803）
関東甲信越ブロック選手権シニアⅢ（後期）　　　　　　　　　　

                 第17回千葉県ダンススポーツ選手権ﾌﾟﾚｼﾞｭﾆｱ大会　

【会　場】　成田市体育館（千葉県成田市中台5-2）JR成田駅・京成成田駅より徒歩10分 

≪千葉県代表選考会（都道府県別対抗戦、関東甲信越ブロック選手権、ねんりんピック、シニア選手権)≫

【問合せ先】　千葉県ダンススポーツ連盟事務所　℡043-497-6127月～金(祝日は除く)12:00～16:00 Fax043-497-6172

※ﾌﾟﾚｼﾞｭﾌﾞﾅｲﾙ戦とﾌﾟﾚｼﾞｭﾆｱ戦に重複出場する場合、着替えの時間はありません。

正装

正装

自由

※ｼﾞｭﾆｱ、ｼﾞｭﾌﾞﾅｲﾙ１選手につき1名の付き添い可。但し事務所に事前の届け出をしてください。

自由

自由
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　エントリー手続以外の問い合わせは、宮城県ダンススポーツ連盟ホームページ　　http://www.jdsf-miyagi.com/　

競技区分 　

区分 略称
昇降
級

競技名称 種目 フィガー 服装 出場資格

1 IＡＳ
グランプリ　スタンダード
（全日本ランキングポイント戦）

Ｗ・Ｔ・Ｆ・Ｑ
最終予選よりVw

自由
（決勝ソロ有り）

男女のうちどちらかが2022年末の満年齢が15歳以
上のJDSF登録選手

2 SAL
全日本選手権シニアⅠ　ラテン
（2023年世界シニアⅠ選手権ラテン選考）

Ｓ・Ｃ・Ｒ・Ｐ
最終予選よりＪ

2022年末の満年齢が34歳以上と29歳以上のJDSF
登録選手

3 XYS
　ユース　スタンダード
（2023年世界ユース選手権スタンダード選考）

Ｗ・Ｔ・Ｆ・Ｑ
最終予選よりVw

4 XYL
　ユース　ラテン
（2023年世界ユース選手権ラテン選考）

Ｓ・Ｃ・Ｒ・Ｐ
最終予選よりＪ

5 ＪＢＳ JDSF　Ｂ級戦　スタンダード
Ｗ・T・Ｆ

最終予選よりＱ

6 ＪＢＬ JDSF　Ｂ級戦　ラテン
S・Ｃ・R

最終予選よりP

7 ＪＣＳ JDSF　Ｃ級戦　スタンダード
W・Ｆ

最終予選よりT

8 ＪＣＬ JDSF　Ｃ級戦　ラテン
S・R

最終予選よりC

9 ＪDＳ JDSF　D級戦　スタンダード W・T

10 ＪDＬ JDSF　D級戦　ラテン C・R

11 MAS シニアⅡA級戦　スタンダード Ｗ・Ｔ・Ｆ

12 MAL シニアⅡA級戦　ラテン S・C・R

13 GAS シニアⅢA級戦　スタンダード Ｔ・F

14 GBS シニアⅢB級戦　スタンダード Ｗ･T

15 ＰＤＬ
ＰＤグランプリカップラテン
（2023年ＰＤラテン世界選手権代表取得）

Ｓ・Ｃ・Ｒ・Ｐ・J ＰＤ登録選手

　競技運営上の注意　

会場内はマスクの着用（競技中のみマスクの脱着を認める）を義務付けます。練習タイム、練習場所なし。

「参加者健康チェックシート」（３枚目）の記入・提出（当日）各自（カップル2枚）必須。選手受付時に提出のこと。

「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（改訂版）を遵守のこと。

自由

無
2022年末の満年齢16歳～18歳のJDSF登録選手
　　　　　　　　　　　（男女の片方が15歳以下可）
ｼﾞｭﾆｱⅡ（14,15歳を迎える者）のJDSF登録選手

ＪＤＳＦ　D級以下登録選手

◎　選手受付　　8:20全区分受付開始8:45ラテン区分締切（区分2、区分4除く）／9;45区分2、区分4受付締切
　　　　　　　　      11:30 スタンダード全区分受付締切

https://www.jdsf.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/08/kyo-tsuutatsu21-0004.pdf　

　〒981-8003　宮城県仙台市泉区南光台２丁目13-50　Ｇp受付事務　奈良孝行 　℡ 090-1498-4831
 　エントリー手続の問い合わせはメールにて　　：　ecnad20064@cpost.plala.or.jp

問 合 先

有

正装

ＪＤＳＦ　Ｂ級以下登録選手

　年内に５５歳以上と５０歳以上の誕生日を迎える
JDSF登録選手

ＪＤＳＦ　Ｃ級以下登録選手

≪2023年WDSFーＰＤラテン世界選手権代表取得対象競技会≫

２０２２ダンススポーツグランプリin仙台  
≪2023年WDSF世界スタンダード選手権選考競技会≫≪2023年WDSF世界シニアⅠ選手権ラテン選考競技会≫

≪2023年WDSF世界ユース選手権スタンダード／ラテン選考競技会≫

２０２２ＰＤグランプリカップ ラテン

開 催 日 　２０２２年９月１１日（日）　９：００～１８：００ 終了予定 　　開場時刻　８：１５

今大会専用エントリーシートに会員登録証(写)を貼り付け、郵便振替受領証等の写しを  同封のうえ下記に郵送して下さい。申込み後の区分　　変
更は出来ません。 現金書留による申込みは不可。

　コロナ感染拡大防止等のため施設側の判断により大会を中止する場合があります。

　ＪＤＳＦ公認審判員

　体育館への道路は救急診療施設があり路上待機が不可。お車の方は8時以降にご来場ください。

主 催

エントリー手続き料　　１区分　５５００円　　　※　エントリー手続料の払い戻しは致しません。

審 判 員

　２０２２年８月１０日(水)必着 （当日消印有効）

会 場 　仙台市青葉体育館　　〒989-6100　 宮城県仙台市青葉区堤町1-1-5　(℡：022-717-1191）  空調設備有

交 通 　JR北仙台駅から徒歩５分、又は地下鉄南北線北仙台駅から徒歩３分。公共交通機関をご利用ください。

後 援 　宮城県・仙台市・(公財)宮城県スポーツ協会・仙台市スポーツ協会・　(公財)仙台市スポーツ振興事業団

　入場券・アリーナ券は７月からの販売となります。詳しくは宮城県連ホームページをご覧ください。

入 場 料

　年内に４５歳以上と４０歳以上の誕生日を迎える
JDSF登録選手

　公益社団法人日本ダンススポーツ連盟（JDSF）

主 管 　ＪＤＳＦ東北ブロック、宮城県ダンススポーツ連盟、仙台市ダンススポーツ連盟

申 込 方 法

払 込 方 法

申 込 締 切

　一般：当日３０００円(前売２５００円）　ＪＤＳＦ会員：当日２５００円(前売２０００円）　　販売数は感染状況により決定いたします。

　ｱﾘｰﾅ券(１階)　 1,000円　　　アリーナ券は１階席で入場券が必要となります。　（入場券のみでの入場は。2階席となります。）　

　河北新報社・東北放送・仙台放送・ミヤギテレビ・ＫＨＢ東日本放送・ＮＨＫ仙台放送局(予定）

郵便振込：　口座番号　18190ー37355451　　　加入者名：　ダンススポーツグランプリin仙台
所属団体にて取りまとめて申込みの場合は、振込用紙通信欄に「出場組数、出場区分数」をご記入ください。

申 込 先

（ＪＤＳＦ公認 ２２０９０７号）

（PD公認 No. P２０９０２ 号）
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・感染予防の観点から各自使用したマスク、ペットボトル、テッシュペーパー、食事の空容器などごみは必ずお持ち帰り下さい。

・感染予防対策のための会場からの指示、主催者の指示は厳守し感染予防にご協力願います。

・貴重品の管理は自己の責任で行ってください。体育館は土足厳禁に付き、上履き等をご用意ください。

注 意 事 項

・ヒールカバーチェックを行います。ヒールカバーは一度でも使用したものは認めません。
　フレアー及びキャプタイプﾟは事務局で準備しませんので個人で準備してください。

・出場申込（エントリー）リストおよび競技成績結果がJDSFホームページに掲載されることを了承の上で、エントリー手続きをしてください。

・区分１グランプリスタンダード決勝では、新審判方式により順位を決定します。 ５種目のうち２種目がソロダンスとなります。
　詳細はJDSFホームページで確認してください。

・区分１グランプリスタンダードは、２０２３年ＷＤＳＦ世界スタンダード選手権代表選考競技です。
　準決勝出場の選手は、三笠宮杯全日本選手権の出場権を獲得します。

・区分２は２０２３年のＷＤＳＦ世界シニアⅠ選手権ラテンの代表選手選考競技です。出場する全選手は２０２３年WDSF世界シニアⅠ選手　権ラテンの派
遣代表選手資格発生には関わりますが、男女の内年齢が高い方の２０２２年末の年齢が３４歳、または年齢の低い方の２０２２年末の年齢が２９歳のカッ
プルは、ＪＤＳＦシニアⅠの昇降級の対象外となります。
　３位までの入賞選手は三笠宮杯全日本選手権の出場権を獲得します。

・区分３・４は２０２３年のWDSF世界ユース選手権スタンダード・ラテンの代表選手選考競技です。

・区分１５は２０２３年のWDSF-PDラテン世界選手権の代表取得対象競技です。

・ 区分１～４、１５の優勝者はオナーダンスを踊っていただきます。

・この競技会の音楽は主としてＪＤＳFオリジナルＣＤ”ＤａｎｃｅＳｐｏｒｔ”シリーズを使用します。

・大会に関する放送、新聞、雑誌、スポンサー等の報道に選手の名前、写真及び映像を使用する権利は大会主催者に帰属します。

・ビデオカメラ、デジタルカメラ、タブレット等で撮影した映像・画像及び音楽のインターネットへの配信、投稿を禁じます。

・ビデオカメラ、デジタルカメラ、タブレット等の撮影は有料です。（１日1,000円です。）フロアでの三脚の使用は禁止です。

・当日の朝、各自 体調確認し体温を測定して下さい。（37，5度以上の方の入場はお断りいたします。） 

・競技中に発生した事故の応急処置は行いますが、その後は責任を負いかねますので自己管理の徹底をお願いいたします。

◎　進行予定　 区分15を除くラテン各区分は午前の部競技、表彰
          　　　　　　区分2（全日本ｼﾆｱⅠ ラテン）、区分４（ﾕｰｽラテン）は午前の部後半終了。
                  　 　区分3（ﾕｰｽスタンダード）は午後の部前半終了。スタンダードB・C級、シニアⅡ、Ⅲは18:00頃終了予定。
　　　　　　 　　　　区分1（Gpスタンダード）は午後の部後半16:50頃終了予定。

◎　区分1（ＧｐＳ）、区分3（ﾕｰｽS）に出場する選手は競技の進行上区分１、区分３を除く他のスタンダード区分には出場できません。

◎　想定のタイムテーブルは7月末まで、エントリー集計後（出場申込締切後）のタイムテーブルは９月５日（月）までに
　　　宮城県ダンススポーツ連盟のホームページ （http://www.jdsf-miyagi.com/） に掲載します。
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三笠宮杯 ブロック代表選手 

関東甲信越（２４組）  5 月 30 日更新 

２０２２年１月以降の関東甲信越ブロックランキング対象競技会と２０２１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 

２０２２年 ４月 ３日（日） 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） 

岩﨑 将之   中山 絵里加 神奈川県 

八重田 裕也 坂本 文音   長野県 

倉科 翔   尾身 菜月   長野県 

ﾎﾜｲﾄﾝ 謙心   ﾎﾜｲﾄﾝ 夏奈実 神奈川県 

守屋 駿   盛田 舞香   神奈川県 

ラテン 

ﾎﾜｲﾄﾝ 謙心  ﾎﾜｲﾄﾝ 夏奈実 神奈川県 

吉田 周平  吉田 有沙   神奈川県 

佐藤 寿一  佐藤 美奈子   東京都 

村田 知紀  北見 奈稚   神奈川県 

西田 祐介  西田 朋子   東京都  

白井 泰昭  石井 かおり   神奈川県 

 

２０２２年 ５月 １日（日） 千葉県ダンススポーツ選手権大会決勝入賞者（６位まで） 

スタンダード 

石垣 和宏  三喜 穂菜美 千葉県 

木下 将希  小西 乙愛  千葉県 

海老原 竜太 須田 美咲  千葉県 

八重田 裕也 坂本 文音  長野県（神奈川県大会と重複） 

志冨 優  岩井 咲里華 全日本学連（ブロック推薦対象外） 

綾野 晃志郎 長澤 穂乃花 東京都 

ラテン 

海老原 竜太 須田 美咲  千葉県 

木下 将希  小西 乙愛  千葉県 

山本 哲郎  工藤 由美子 東京都 

蜷川 博信  浅田 舞  東京都 

西田 祐介  西田 朋子  東京都 

遊佐 飛係  遊佐 美優子 東京都 

 

２０２２年 ５月２９日（日） 東京都民ダンススポーツ大会決勝入賞者（６位まで） 

スタンダード 

Tudor Andrei 吉川 あみ         東京都 

熊谷 光晃  粕尾 明日香 東京都 

飯沼 孟大  馬場 えりな 神奈川県 

守屋 駿   盛田 舞香   神奈川県（神奈川県大会と重複） 
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佐藤 祐馬  久保田 理沙 東京都 

 

八重田 裕也 坂本 文音  長野県（神奈川県大会と重複） 

ラテン 

海老原 拳人 タカギ ルナ 千葉県 

高橋 海  鈴木 柚葉  千葉県 

大久保 稔也 吉村 春香  東京都 

今西 竜矢  今西 心菜  東京都 

押川 慧悟  和田 知世  神奈川県 

佐久間 翔太 本白水 ナナ 東京都 

 

（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 

 

ラテン 

 

2. ２０２１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（25位まで） 

2021年 4月 3日神奈川県大会の最終予選進出カップルは出場権があります。 

（ブロック外選手を除く） 

https://kyougi.jdsf.or.jp/2021/210408/R210408_05.html 

 

（以上、エントリー受け付けます。） 

 

ラテン（17位まで） 

2021年 4月 3日神奈川県大会の最終予選進出カップルは出場権があります。 

（ブロック外選手を除く） 

https://kyougi.jdsf.or.jp/2021/210408/R210408_06.html 

 

（以上、エントリー受け付けます。） 

 

                                    以 上                                                                
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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 

                                 

２０２２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、11 月 19 日（土）とどろ

きアリーナでの最終選考会入賞者（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 ： ２０２１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 

    小嶋 みなと 盛田 めぐみ 神奈川県 

   ２０２２年直前グランプリ 準決勝入賞者 

   

  ラテン    ： ２０２１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 

   海老原 拳人 タカギ ルナ 千葉県 

２０２２年直前グランプリ 準決勝入賞者 

  

なお、最終選考会エントリー者のうち、２０２２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 

２０２２年 ７月２４日（浜松）ユース選手権上位６組 

  スタンダード ：  

 

ラテン    ：  

 

２０２２年 ４月１０日（熊本）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  

石田 茂之   矢野 美帆子  茨城県  

山本 哲郎   工藤 由美子  東京都 
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２０２２年 ４月１７日（京都）シニアⅠ 

スタンダード選考会上位３組 

野口 雄一朗 奥野 亮子 東京都 

小林 潤一 小林 麻衣 富山県 

村瀬 賢一 小笹 詩織 埼玉県 

 

２０２２年 ９月１１日（仙台）シニアⅠ 

ラテン選考会上位３組 

 

２０２２年１０月 ２日（北海道）シニアⅠ 

スタンダード選考会上位３組 

 

以 上 
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■会員サービスセンターからのお知らせ 

 

●JDSFスマホアプリのご案内 

現在、iPhone/Androidを対象とした「ＪＤＳＦスマホアプリ」を公開しております。 

アプリからは競技会スケジュールや、競技会成績がスムーズにご確認頂けます。 

あわせて、オンライン会員にご登録頂くと、デジタル会員・選手登録証（顔写真入り）や、

昇級状況等の確認も行えます。 

 今後、選手登録証（会員証）の完全デジタル化も予定されておりますので、この機会にぜ

ひアプリのインストール、及びオンライン会員登録をお願い致します。 

※2022年度の選手登録証（会員証）は、従来通りカード（紙）も発行致します。 

 

オンライン会員登録の手順に関して 利用ガイド PDFのご案内 

登録方法は利用ガイド PDFを参照   

https://adm.jdsf.jp/uploads/guide/RiyouGuide.pdf 

パソコン・スマホからの登録手順をわかりやすく解説しております。  

 

●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/ 

 

●競技会、会員登録/更新に関するお問合せ   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。 

 

●公認指導員研修会(公認指導員有資格者を対象に実施) 

 

予定 

確定 
開催日 時 間 開催県 場 所 

研修対象 

競 技 普 及 

Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ 

確定 08.07 13:00～17:00 茨城県 ワークプラザ勝田 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

確定 08.28 13:00～17:00 茨城県 ワークプラザ勝田 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

確定 08.14 14:00～16:00 東京都 江東区文化センター ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

確定 08.27 09:30～11:30 神奈川県 男女共同参画センター南太田  ○ ○  ○ ○ 

確定 09.18 13:00～16:00 東京都 新宿コズミックスポーツセンター ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

確定 10.08 13:00～15:00 神奈川県 大和スポーツセンター ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

※申し込みは早めにお願いいたします。（各開催日の２週間前までに） 

  ※最新情報にご注意願います。 

   

■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.29』が好評発売中です。 

今回は久保田弓椰・徳野夏海組にご選曲いただき、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。 
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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。 

※今回の CD Vol29ですが、レーベル面に印刷不良がございます。 

ご購入を希望される方はレーベル面印刷不良をご承知の上でご購入くださいますよう宜し 

くお願い申し上げます。 

不良内容に関しましては、JDSF公式ホームページをご確認ください。 

 

2．JDSFオリジナルマスクが好評発売中です。 

 

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 

色で販売しております。 

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）。【★購入申込書 P.14】 

 

3．会員様向け『JDSFオリジナルピンバッジ』襟章も発売中です（1個 500円）。 

 ご購入は、会員サービスセンターまでご連絡ください。 

 

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（https://www.jdsf.or.jp/sale/goods/）をご覧ください。 

 

 

■ 各 DSCからのお知らせ 

 

●東京都 DSC 

 

1. 2022 年度東京都 DSC 独自会費 1 人/500 円(別途引落手数料 150 円かかります)につきまし

ては、8月 29日(月)に引落しの予定です。 

前日までに登録口座へのご準備をお願い致します。 

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もありません。 

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 
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●DSC神奈川  

 

1. DSC神奈川の新ホームページへの多数のアクセスありがとうございます。 

 競技会情報や各種イベント情報も載せて会員の皆様へのサービスに努めます。 

下記 URLが新しい DSC 神奈川のホームページです。 

https:// www.dsc-kanagawa.com 

新ホームページを更に利用して頂きたくお願いいたします。 

 
2. 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。 

８月以降の開催は下記になります。 

 

日時：2022年 8月 21日(日) 13:00 ～ 17:00 

会場：男女共同参画センター横浜南（ファーラム南太田） 

 

日時：2022年 9月 17日(土) 13:00 ～ 17:00 

会場：横浜技能文化会館 

 

※ 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。 
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●埼玉県 DSC 

 

1. 会員の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染予防対策及び災害級の猛暑対策の

ため、色々とご苦労されていることと存じます。ダンスをするには、厳しい環境が続いてお

りますが、会員の皆様のダンス愛については、只々敬服するばかりです。 

 

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。新型コロナの脅威も段々と薄れつつあるように

感じるこの頃ですので、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 
 

 

●新潟県 DSC 

 

１．新型コロナウイルスに伴う各種行事の中止 

  昨年に引き続き、新型コロナウイルスの影響により、参加する方々の健康面での安全を考慮

し、本年度も「新潟県 DSC 主催夏合宿」及び「サマーフェスティバル」を中止する事と致

しました。 

合宿等への参加を計画されていた方には、大変ご迷惑をお掛け致しますが、ご理解の程宜し

くお願い致します。 

皆様には、健康に留意し３密に十分注意の上過ごされる事をお願い致します。 

 

２．新潟ダンス連合主催「オータムフェスティバル開催の案内」 

新潟ダンス連合主催のオータムフェスティバルが下記の通り開催されます。 

参加を希望される方は、前売りチケットを新潟県 DSC にて預かっていますので相田までご

連絡ください。 

 

   開催日時     ２０２２年９月２５日 １３時～１６時 （１２時３０分受付開始）  

   会    場    黒崎地区総合体育館 

   会    費    前売り １，５００円  当日 ２，０００円 

  

以上 

    

文責者：新潟県 DSC 相田 司 
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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

カラー
②

枚

③

④

⑤

⑥

5

単価

950円

Ｍ

Ｍ

JDSFカラー
NEW

9
ベビー
ピンク

Ｍ

Ｍ
NEW

8
ブラック

NEW
18

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

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

枚

枚

公益社団法人日本ダンススポーツ連盟
〒135-0063
東京都江東区有明3-4-2 有明センタービル1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

Japan Dance Sport Federation

カラー

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

合計

NEW
10

ベビー
ピンク

1,100円

単価 単価

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 ②

FAX：　　　　　　　　（　　　　　　　　）TEL：　　　　　　　　（　　　　　　　　）

数量

枚

枚

サイズ

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

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

③

④

⑤

⑥

カラー
①

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

NEW
19

JDSFカラー

会員 ⇒ ＪＤＳＦ

２０２２ - 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

カラー
②

生地

白

白

白

白

白

白

ブラック

ブラック

14
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