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【ＤＳＣＪ公認番号
【ＤＳＣＪ
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≪東北ブロックランキング
東北ブロックランキング認定対象競技会
ブロックランキング認定対象競技会≫≪
認定対象競技会≫≪秋田県選手
≫≪秋田県選手ねんりんピック
秋田県選手ねんりんピック出場選考会
ねんりんピック出場選考会≫
出場選考会≫
◆
◆
◆

開催日時
選手受付
会 場

平成２６年４月６日（日） 開場 ８時３０分 競技開始 ９時３０分 終了予定１７時
８時４５分～９時１０分
スタンダードのみの場合 １１時３０分～１１時４５分
秋田県中央地区老人福祉総合エリア (秋田中央シルバーエリア）
〒010-1412 秋田市御所野下堤５丁目1-1
TEL 018-829-2151
◆ 主 催
秋田県ダンススポーツ連盟
◆ 後 援
《申請予定》 秋田県 ・ 秋田市 ・ 秋田市教育委員会 ・ (公財）秋田県体育協会 ・ (財）秋田市体育協会
◆ 協 賛
《予定》 秋田酒類製造株式会社
◆ 審 判 員
公益社団法人 日本ダンススポーツ連盟 公認審判員
◆ 競技内容
出場組数がＤＳＣＪ規定組数に満たない場合は、参考競技とさせていただきます。
フィガー
服装
昇降級
出場資格
競技名称
種目
区分 略称
ＷＴ(Vw)ＦＱ
1
ＪＡＳ 全日本統一級 Ａ級戦 スタンダード
東北ブロックランキング戦
ＳＣＲP（J）
2
ＪＡＬ 全日本統一級 Ａ級戦 ラテン
ＤＳＣＪ登録選手A級以下
3
ＪＢＳ 全日本統一級 Ｂ級戦 スタンダード
ＷＴＦ（Ｑ）
ＤＳＣＪ登録選手Ｂ級以下
ＳＣＲ（Ｐ）
4
ＪＢＬ 全日本統一級 Ｂ級戦 ラテン
5 ＪＣＳ1 全日本統一級 Ｃ級戦 スタンダード１
Ｗ（Ｔ）Q
（Ｗ）TF
6 ＪＣＳ2 全日本統一級 Ｃ級戦 スタンダード２
ＤＳＣＪ登録選手Ｃ級以下
7 ＪＣＬ1 全日本統一級 Ｃ級戦 ラテン１
Ｃ（Ｒ）P
有
S（C）R
8 ＪＣＬ2 全日本統一級 Ｃ級戦 ラテン２
9 ＪＤＳ1 全日本統一級 Ｄ級戦 スタンダード１
ＷＱ
10 ＪＤＳ2 全日本統一級 Ｄ級戦 スタンダード２
ＴＦ
ＷＤＳＦ
ＤＳＣＪ登録選手Ｄ級以下
服装規定
11 ＪＤＬ1 全日本統一級 Ｄ級戦 ラテン１
CP
自由
12 ＪＤＬ2 全日本統一級 Ｄ級戦 ラテン２
ＳＲ
13 Ｊ１Ｓ 全日本統一級 １級戦 スタンダード
ＴＦ
ＤＳＣＪ登録選手１級以下
14 Ｊ１Ｌ 全日本統一級 １級戦 ラテン
ＳＲ
WＴＦ
15 XMS 年齢別ランキング ミドルシニア ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ
未登録選手可 女性同士可
カップル合計９０歳以上
ＳCＲ
16 XML 年齢別ランキング ミドルシニア ラテン
WＴ
17 XGS 年齢別ランキング グランドシニア ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ
未登録選手可 女性同士可
カップル合計110歳以上
18
CＲ
XGL 年齢別ランキング グランドシニア ラテン
19 XRS 年齢別ランキング ロイヤルシニア ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ＷＴ
未登録選手可 女性同士可
無 カップル合計１３０歳以上
ＣＲ
20
XRL 年齢別ランキング ロイヤルシニア ラテン
ＷＴ
21 XTOS 高清水杯争奪 スタンダード選手権
女性同士可 会員外可
ＷＤＳＦ
ＣＲ
22 XTOL 高清水杯争奪 ラテン選手権
服装規定
ＤＳＣJ１級選手以下が望ましい
ＷＴ
FTS 高清水杯争奪 しみずの舞スタンダード
23
ベーシック
又は平服
女性同士可 会員外可
ＣＲ
24
FTL 高清水杯争奪 しみずの舞ラテン
が望まし
・競技会の音楽はＪＤＳFオリジナルＣＤ‟DanceSport”シリーズを使用しています。
☆ 区分１～２は東北ブロックランキング認定対象競技です。
☆ 区分15～20は年齢別ランキング認定対象競技です。
☆ （ ）の種目は準決勝より踊っていただきます。
☆ 区分1,2,15,16,17,18,19,20の優勝者にはオナーダンスをお願い致します。
☆ 出場資格の年齢は２０１４年１２月３１日現在の満年齢となります。
☆ 区分15～20は女性同士のカップル、ＤＳＣＪ未登録選手(会員外も含）出場可です。 但し、未登録選手はランキング戦対象外です。
☆ 区分21～24は女性同士のカップル、ＤＳＣＪ未登録選手（会員外も含）出場可です。
☆ 区分17～20はねんりんピック出場選考会となります。 生年月日が昭和30年４月１日生まれまでの選手が対象となります。
◆ 申込料
区分１～20は各4,000円、区分21～24は各2,000円
※ 申込料の払い戻しは致しません。
◆ 入場料
無料 （一般入場者を含む）
プログラム 3００円
◆ 申込み方法 県、サークル単位でも個人でも申込み可。 郵送またはＦａｘ、E-mailで申込みOKです。
※ ＤＳＣＪ標準申込書（Ａ４)を使用し、会員登録証の写しと郵便振替払込票の写しを添付すること。
※ 区分21～24は申請書の申込区分を修正し明確にわかるように記載すること。
※ 必ず、申込み者と連絡の取れる電話番号を記載すること。
◆ 申込先
〒014-1114 秋田県仙北市田沢湖神代字古館野488（大会事務局） 携帯番号080-6004-9859
問い合わせ ｆａｘ 0187-44-3030 E-mail tkhk_kwi@ybb.ne.jp
川井武彦 宛
◆ 振込先
郵便振替口座 02240-3-37597 口座名義 ＪDSF秋田大会事務局
◆ 申込み締切 平成２６年３月１８日（火）必着
【注意事項】
女子選手のヒールカバーは新品を装着しチェックを受けること。 アリーナ内は土足厳禁につき上履きを持参すること。
アリーナ内では、衣装ケース、カート等は絶対に引きずらず持ち運びしてください。
館内に冷暖房はありますが、アリーナ内に空調はありません。 指定場所以外での飲食を禁止します。 ゴミは各自お持ち帰りください
大会中に発生した事故の応急処置は行いますが、その後の処置には責任を負いかねます。
大会に関するメディア等の報道に選手の名前、写真及び映像を使用する権利は全て大会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布、投稿を禁じます。
出場選手一覧、競技成績結果がＪＤＳＦホームページ、新聞等に記載される事を了解の上、出場申込みをしてください。

