
内閣総理大臣賞争奪  第 24 回都道府県対抗「全国ダンススポーツ大会」in 岩手 
  併催 全日本選手権シニアⅢ(世界選手権日本代表選考会） 全日本統一級個人戦（DSCJ 公認 No.     ） 
【開催日時】 平成２８年１１月１３日（日）9:00～17:00 選手受付：8:00～8:30 ラテンのみの受付 8:00～10:00 
【会   場】 花巻市総合体育館 ※空調設備有り（花巻市松園 50  ＴＥＬ：０１９８－２３－１６１１） 

【入 場 料】 無料 
【交  通】 東北自動車道  花巻ＩＣより車で 10 分、花巻南ＩＣより車で 5 分 いわて花巻空港 より車で 10 分 

東北新幹線  新花巻駅より車で15分 (JR釜石線(普通)でJR花巻駅まで10分) JR花巻駅より車で 5 分 

【主  催】 公益社団法人日本ダンススポーツ連盟 
【主  管】 岩手県ダンススポーツ連盟 
【エントリー手続料】個人戦１区分 5,000 円、団体戦 1 チームに付き 1 万円（スタンダードとラテンの両方にチームを組んでも 1 万円） 
【後   援】 文部科学省（申）／（公財）日本体育協会（申）／岩手県（申）／岩手県教育委員会（申）／（公財）岩手県体育協会（申）

花巻市（申）／花巻市教育委員会（申）／（財) 花巻市体育協会（申）／岩手日報社（申）／岩手日日新聞社（申）／ 
IBC 岩手放送（申）／ＮＨＫ盛岡放送局（申）／エフエム岩手（申）／テレビ岩手（申）／岩手めんこいテレビ（申）／ 
岩手朝日テレビ（申）／花巻ケーブルテレビ（申）／FM One787（申） 

【審 判 員】 ＪＤＳＦ公認審判員 
都道府県対抗団体戦 

スタンダード部門（チーム編成／各区分には 1 組が出場して 4 組でチームを組む） 

区分 種目 フィガー 服装 出場資格（2016 年 12 月末の年齢） 

壮年Ａ ワルツ 自由 正装 45 歳以上と 40 歳以上 

壮年Ｂ タンゴ 自由 正装 55 歳以上と 50 歳以上 

成年Ａ スローフォックストロット 自由 正装 年齢オープン 

成年Ｂ クィックステップ 自由 正装 35 歳以上と 30 歳以上 

ラテン部門（チーム編成／各区分には 1 組が出場して 4 組でチームを組む） 

区分 目 フィガー 服装 出場資格（2016 年 12 月末の年齢） 

成年Ａ サンバ 自由 正装 年齢オープン 

壮年A チャチャチャ 自由 正装 45 歳以上と 40 歳以上 

壮年Ｂ ルンバ 自由 正装 55 歳以上と 50 歳以上 

成年Ｂ パソドブレ 自由 正装 35 歳以上と 30 歳以上 

注① 採点は部門別に行います｡予選では､リダンスが有ります。 
注② 各部門それぞれに、各都道府県盟は３チームまで申し込むことができます。 
注③ 下位決勝戦を行い、１２位までの順位を決定します。 

個人戦（２面で行いますので､級別の重複はできません｡但し､スタンダードとラテンの重複はできます。） 

区分 略称 
昇降

級 
競技名称 種目 

フィ

ガー
服装 出場資格 

１ ＸＧＳ 無 
全日本選手権シニアⅢ  

スタンダード Ｗ・Ｔ（準決よりＶｗ･Ｆ･Ｑ） 自由 正装
年内に 54 歳以上と 49 歳以上の

誕生日を迎える登録選手 

２ ＸＧL 無 
全日本選手権シニアⅢ  

ラテン Ｓ・Ｃ（準決よりＲ・Ｐ・Ｊ） 自由 正装
年内に 54 歳以上と 49 歳以上の 

誕生日を迎える登録選手 

３ ＪＡＬ 有 Ａ級戦ラテン Ｓ・Ｃ・Ｒ・Ｐ（準決よりＪ） 自由 正装 DSCJ A 級以下の登録選手 

４ ＪＢＬ 有 Ｂ級戦ラテン Ｓ・Ｃ・Ｒ（準決よりＰ） 自由 正装 DSCJ B 級以下の登録選手 

５ ＪＣＬ 有 Ｃ級戦ラテン Ｃ・Ｒ（準決よりＳ） 自由 正装 DSCJ C 級以下の登録選手 

６ ＪＤＬ 有 Ｄ級戦ラテン Ｃ・Ｒ 自由 正装 DSCJ D 級以下の登録選手 

７ ＪＡＳ 有 A 級戦スタンダード Ｗ・Ｔ・Ｆ・Ｑ（準決よりＶｗ） 自由 正装 DSCJ A 級以下の登録選手 

８ ＪＢＳ 有 Ｂ級戦スタンダード Ｗ・Ｔ・Ｆ（準決よりＱ） 自由 正装 DSCJ B 級以下の登録選手 

９ ＪＣＳ 有 Ｃ級戦スタンダード Ｗ・Ｔ（準決よりＦ） 自由 正装 DSCJ C 級以下の登録選手 

１０ ＪＤＳ 有 Ｄ級戦スタンダード Ｗ・Ｔ 自由 正装 DSCJ D 級以下の登録選手 

申込締切 平成２８年９月３０日 必着（締め切り後の変更はできません。申込金の返金はできません。） 
申込方法 DSCJ 標準申込書を使用し､所属団体を通じてお申し込みください。 
申込先  〒020-0132 岩手県盛岡市西青山三丁目 39-31 大会事務局 中道俊之 TEL 090-9530-7895  FAX 050-3737-3045 
申込料  振込先名義 JDSF 岩手  郵便振替口座  ０２２４０－５－３７１７３ （現金書留は不可） 
問合せ先 岩手県ダンススポーツ連盟 中道俊之  TEL 090-9530-7895  FAX 050-3737-3045 
・この競技会の音楽は､ＪＤＳＦのCD ″DanceSport ″シリーズを使用しています。 
・大会に関する映像･音楽･写真等を使用する一切の権利は､主催者に帰属します。 
・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への配信・投稿を禁じます。 
・出場選手一覧表･競技成績結果等が JDSF ホームページ等に掲載されます。 
・大会中に発生した事故の応急処置は行いますが､その後の処置等は自己責任とします。なお､スポーツ保険に加入しています。 
・会場は土足禁止です。スリッパ等をお持ちください。 
・女性ヒールカバーは新しいものをつけて下さい。 
・男性ヒールがすり減っている靴は使用不可です。 
・ドレスなどに付いている飾りが落ちないように点検をお願いします。 

Otsuka
タイプライターテキスト
161101




