
 
ダンスフェスティバル案内 

日   時  ２０１3 年 12 月 15日（日） １０：００～１９：３０ 

場    所  青葉スポーツセンター 第一体育室 

参  加  費  600円 {当日受付け払い（JDSF会員・友の会会員は 500円 

        会員証の提示が必要）｝ 

レディース戦  出場料は裏面シラバス参照 

リーダース戦  申し込方法 ：裏面参照 

        選手受付時間：ラテン  ９時 15分～ 9 時 45 分 

             スタンダード ９時 15分～10時 00分（10時変更） 

             リーダース戦 ９時 15分～10時 00分（10時変更） 

プログラム  （時間・内容は若干の変動がありますので御承知下さい） 

    ９:15  第一部  ドアーオープン 

    ９:45  セレモニー 

    10:00  レディース戦 ・リーダース戦 (L･ 1 回戦～決勝） 

    12:00～12：40   昼食 

    13:00  レディース戦 ・リーダース戦（S・１回戦～決勝） 

         第二部   

    14:30  フリーダンス 

    15:30  出会いのダンス（ミキシング） 

    15:45  表彰式 

    16:00  出会いのダンス～即席戦（全員参加による） 

    16:50    ドレストライアル 

    17:10  フリーダンス 

    17:40  デモンストレーション 

    18:00  フリーダンス 

    19:30  クローズ 

………………………………………切り取り線…………………………………… 

ドレストライアル出場申込書 

姓 名 (男性) (女性) 種目 W . T 

連絡先 〒           

電話番号  所属サークル名  

問い合わせ先 中村 971-0127 井熊 972-6020 平野 981-3288 吉川 902-7532 

前日受付中 ドレストライアル参加費無料(参加者多数の場合は抽選) 

          主 催  青葉区ダンススポーツ連盟 

          後 援  青葉区体育協会・横浜市ダンススポーツ連盟 



2013年　１２月１5日（日） 10：00　～　19：30
会         場 青葉スポーツセンター　第１体育室 （田園都市線　市が尾駅より徒歩約７分）

600円 当日受付払い （ ＪＤＳＦ会員及び友の会員は　500円 ）　
青葉区ダンススポーツ連盟
青葉区体育協会・横浜市ダンススポーツ連盟

必着 ご協力をお願いいたします

〒225-0023　横浜市青葉区大場町２４１　井熊忠八

男女共　

共　20歳以上

FML 含む）或いは在サークル者

ドレストライアル スタンダードのみ。当日受付。

備考

Ｃ，Ｒ 自由

所属

○印する

連絡先

姓　名

サークル

（FＭＡ）ﾘｰﾀﾞｰｽ戦

連盟杯スタンダード

合　計

（FＭL）ﾘｰﾀﾞｰｽ戦

連盟杯ラテン

（FＡＬ）ﾚﾃﾞｨｰｽ戦

連盟杯ラテン

申込種目

（FＮＳ）ﾚﾃﾞｨｰｽ戦

電話番号

フリガナ

（FＮＬ）ﾚﾃﾞｨｰｽ戦

FＮＳ

2013年ダンスフェスティバル　レデース戦・リーダース戦　出場申込書

梨花杯ラテン

（FＡＳ）ﾚﾃﾞｨｰｽ戦

連盟杯スタンダード

〒

★お願い　レディース戦で梨花杯では準決勝、連盟杯では決勝まで勝ち残った方は、リーダース戦のパートナーをお願いしますので

Ｓ，Ｌ重複出場の場合4,100円

（ＪＤＳＦ会員及び友の会員は2,500円） （JDSF,友の会員は4,000円）

申込締め切り

梨花杯スタンダード

横浜市内在住・在勤者

レディース戦及びリーダース戦の申込方法と注意事項

レディース戦・リーダース戦 10:30～　14:50

④貴重品紛失に関しては一切責任は負いません。

⑤駐車場は有料です。駐車台数に限りがあるので、公共交通機関のご利用をお願いします。

2013年12月1日(日)

Ｓ，Ｌ重複出場の場合4,100円

③競技会選手一覧表及び成績結果はホームページに掲載されます。

種　目

2013年田園都市杯優勝者

FＮＬ

FＡＳ

青葉区在住（近隣地区を

Ｃ，Ｒ
地域オープン　

問 合 せ 先

梨花杯スタンダード

梨花杯ラテン

連盟杯ラテン

★注意　レディース戦は梨花杯と連盟杯の重複出場は出来ません。第２部フェスティバルの参加費はエントリー料に含まれています。

（ＪＤＳＦ会員及び友の会員は2,500円）

（ＪＤＳＦ会員及び友の会員は2,500円）

梨花杯ラテン

2,600円

2,600円

2,600円

エントリー料

連盟杯スタンダード 2,600円

申　込　先
振　込　先

井熊 ： ０４５－９７２－６０２０

青葉区長杯（梨花杯）

服　装
自由Ｗ，Ｔ

注 意 事 項 ①会場への往復及び会場での事故に関しては一切責任は負いません。

②大会に於ける肖像権は主催側にあります。

2013年度　 青葉区民ダンスフェ スティ バル
開 催 日 時

参   加   費
主　　   催
後　　   援

（ＪＤＳＦ会員及び友の会員は2,500円） （JDSF,友の会員は4,000円）

自由

Ｗ，Ｔ

Ｃ，Ｒ

連盟杯スタンダード

連盟杯ラテン

梨花杯スタンダード

自由

自由

フリーダンス

Ｗ，Ｔ

デモンストレーション

フリーダンスタイム

出会いのダンス

競技区分名

青葉区連盟杯

連盟杯リーダースFＭＳ

FＡＬ

全員参加　賞品あり

自由

連盟杯リーダース

ダンスフェスティバル

全員参加

全員参加

※このダンスフェスティバルでは、ＪＤＳＦオリジナルＣＤ"Dance Sport"を使用しています。

19:30

15:00～ 19:30（プログラム進行上、若干時間の変更があります。）

ドアークローズ

即席トライアル

フリーダンスタイム

第２部

全員参加

全員参加

ｴﾝﾄﾘｰ料 小　計

女性

女性

男性

郵便振替口座　Ｎｏ，1０２５０－８８１１８８８１　口座名 ： 青葉区ダンススポーツ連盟

イベント名 略称

平野 ： ０４５－９８１－３２８８

当日選手受付　レディース戦選手　9:30 ～ 10:00　　リーダース戦選手　9:30 ～ 12:00プログラムと内容
第１部

出場資格など

切取り線 
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