
日　時 ２０１７年４月３０日（日）  １０：００～１９：００ 【空調設備あり】
会　場   　　　大阪府立門真スポーツセンターサブアリーナ（東和薬品ＲＡＣＴＡＢドーム・旧なみはや）　　

門真市三ツ島３丁目７－１６
地下鉄長堀鶴見緑地線【門真南駅】２番出口すぐ　大阪モノレール【門真】駅からタクシー１０分

主　催 大阪府ダンススポーツ連盟
共　催 関西学生競技ダンス連盟
後　援   大阪府・大阪府教育委員会・大阪市・門真市・門真市教育委員会

公益財団法人 大阪体育協会・公益社団法人 日本ダンススポーツ連盟
入場料 無料

入場制限有り　JDSF会員登録証の提示がないと入場できません入場制限有り　JDSF会員登録証の提示がないと入場できません入場制限有り　JDSF会員登録証の提示がないと入場できません入場制限有り　JDSF会員登録証の提示がないと入場できません
ｴﾝﾄﾘｰ手続料 　　区分１～１０各５０００円・１８歳以下各３０００円

区分１１～１４各２５００円・１８歳以下カップル各１０００円

審判員 ＪＤＳＦ公認審判員・PＤ審判員
申込方法【ネット】　大阪府ダンススポーツ連盟ＨＰ http://www.jdsf-osaka.com/http://www.jdsf-osaka.com/http://www.jdsf-osaka.com/http://www.jdsf-osaka.com/
　　　　　　   西部ブロックＡリ－グ部ＨＰ http://a-seibu.jdsf.or.jp/http://a-seibu.jdsf.or.jp/http://a-seibu.jdsf.or.jp/http://a-seibu.jdsf.or.jp/

エントリー手続き料の振込みを済ませてエントリーしてください　　
【郵送】  【ＤＳＣＪ標準申込書】に【２０１７年ＪＤＳＦ会員登録証】コピー、出場料の郵便振替受領書
　　　　 コピー要、『返信用封筒』（切手を貼り住所、氏名を記載の事）を同封下さい

申込期日 ２０１７年４月１０日（月）必着、当日受付不可
振込先  郵便振替番号 ００９５０－５－７８８８２　　加入者名「大阪ＪＤＳＦ大会事務局」
           通信欄に「大会名」および「出場競技名称」をご記入ください

★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

区分
昇
級

 競  技  名  称  種目 ﾌｨｰｶﾞｰ 服装  出  場  資  格

１  有 ＤＳＣＪ Ｂ級スタンダード  ＷＴＦ（Ｑ）   自由 正装 ＤＳＣＪ　Ｂ級以下

２  有 ＤＳＣＪ Ｂ級ラテン  ＳＣＲ（Ｐ） 登録選手

３  有 ＤＳＣＪ Ｃ級スタンダード１  Ｗ（Ｔ）Ｆ  ＤＳＣＪ　Ｃ級以下

４  有 ＤＳＣＪ Ｃ級スタンダード２ （Ｗ）ＴＱ 登録選手

５  有 ＤＳＣＪ Ｃ級ラテン （Ｓ）ＣＲ

６  有 ＤＳＣＪ Ｄ級スタンダード１  Ｗ・Ｔ  ＤＳＣＪ　Ｄ級以下

７  有 ＤＳＣＪ Ｄ級スタンダード２  Ｆ・Ｑ 登録選手

８  有 ＤＳＣＪ Ｄ級ラテン  Ｃ・Ｒ

９  有 ノービス級スタンダード  Ｗ・Ｔ 正装又は ＤＳＣＪ　１級以下

１０  有 ノービス級ラテン  Ｃ・Ｒ 平服 登録選手及び未登録選手

１１ 無  サークル対抗戦　Ｗ  Ｗ   自由  自由 JDSF登録サークル・会員

１２ 無  サークル対抗戦　Ｔ  Ｔ DSCJ　C級以下

１３ 無  サークル対抗戦　Ｃ  Ｃ  西部日本BDF・JDC・JCF　C級

１４ 無  サークル対抗戦　Ｒ  Ｒ 以下 女性同士可・重複不可

★チームは４組で構成し１組１種目とする（同じ人が種目を変えての出場不可）
★１チーム　４組未満２組以上での出場可　但し団体戦順位はありません
★種目別に表彰、４種目総合優勝を　『大阪府知事杯』　とする
★１サークルで複数チームの出場可

お問合せは　FAX・Eメールをご利用下さい　　FAX06-6730-2384　　《Ｅ-mail》tendo@jdsf-osaka.com

ＸＳＣ

ＸＳＲ

第２０回大阪府ダンスフェスティバル第２０回大阪府ダンスフェスティバル第２０回大阪府ダンスフェスティバル第２０回大阪府ダンスフェスティバル《DSCJ《DSCJ《DSCJ《DSCJ公認番号17430公認番号17430公認番号17430公認番号17430》》》》
大阪府知事杯争奪サークル対抗戦・大阪府知事杯争奪サークル対抗戦・大阪府知事杯争奪サークル対抗戦・大阪府知事杯争奪サークル対抗戦・DSCJランキング戦・関西学生競技ダンス大会DSCJランキング戦・関西学生競技ダンス大会DSCJランキング戦・関西学生競技ダンス大会DSCJランキング戦・関西学生競技ダンス大会

第３０回全国健康福祉祭（ねんりんピック）秋田大会   大阪市・堺市・大阪府代表選手選考会第３０回全国健康福祉祭（ねんりんピック）秋田大会   大阪市・堺市・大阪府代表選手選考会第３０回全国健康福祉祭（ねんりんピック）秋田大会   大阪市・堺市・大阪府代表選手選考会第３０回全国健康福祉祭（ねんりんピック）秋田大会   大阪市・堺市・大阪府代表選手選考会

 略称

ＪＢＳ

ｴﾝﾄﾘｰ手続料の払い戻しは致しません

申込先　　 大阪府ダンススポーツ連盟　　 〒577-0803　東大阪市 下小阪4-11-26

★大会に関する放送、テレビ放映、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
★競技中に発生した事故について、主催者は応急処置等の対応は行ないますが、その後の処置について責任は負いかねます
★競技会出場選手一覧及び競技成績結果がJDSFホームページに掲載される事を了解の上出場申込ください
★この競技会の音楽はＪＤＳＦオリジナルＣＤ “Ｄance Ｓport”シリーズを使用します　

★ノービス戦は未登録の方も出場できますが、昇級した場合必ずＪＤＳＦ会員・選手登録をしてください

ＪＤＬ

ＸＳＴ

大阪府知事杯争奪サークル対抗戦(ネットエントリー不可・所定の用紙をご請求ください大阪府知事杯争奪サークル対抗戦(ネットエントリー不可・所定の用紙をご請求ください大阪府知事杯争奪サークル対抗戦(ネットエントリー不可・所定の用紙をご請求ください大阪府知事杯争奪サークル対抗戦(ネットエントリー不可・所定の用紙をご請求ください

ＪＢＬ

ＪＮＳ

ＪＮＬ

ＸＳＷ

ＪＣＳ１

ＪＣＳ２

ＪＣＬ

ＪＤＳ１

ＪＤＳ２



ねんりんピック秋田2017（第３０回全国健康福祉祭あきた大会）ねんりんピック秋田2017（第３０回全国健康福祉祭あきた大会）ねんりんピック秋田2017（第３０回全国健康福祉祭あきた大会）ねんりんピック秋田2017（第３０回全国健康福祉祭あきた大会）
大阪市・堺市・大阪府代表選手選考会大阪市・堺市・大阪府代表選手選考会大阪市・堺市・大阪府代表選手選考会大阪市・堺市・大阪府代表選手選考会

２０１７年４月３０日(日）　１０：００～１９：００　　　　　　　　【空調設備あり】
大阪府立門真スポーツセンター（東和薬品ＲＡＣＴＡＢドーム・旧なみはや）　　　

　　　　 門真市三ツ島３－７－１５
　 地下鉄長堀鶴見緑地線【門真南駅】２番出口すぐ　大阪モノレール【門真】駅からタクシー１０分

主　催   大阪府ダンススポーツ連盟
後　援   （公社）日本ダンススポーツ連盟
入場料 無料

入場制限有り　JDSF会員登録証の提示がないと入場できません入場制限有り　JDSF会員登録証の提示がないと入場できません入場制限有り　JDSF会員登録証の提示がないと入場できません入場制限有り　JDSF会員登録証の提示がないと入場できません
ｴﾝﾄﾘｰ手続料 　　番号Ｎ１～Ｎ１２　各２０００円

審判員 ＪＤＳＦ公認審判員・PＤ審判員
申込方法【ネット】　大阪府ダンススポーツ連盟ＨＰ http://www.jdsf-osaka.com/http://www.jdsf-osaka.com/http://www.jdsf-osaka.com/http://www.jdsf-osaka.com/
　　　　　　   西部ブロックＡリ－グ部ＨＰ http://a-seibu.jdsf.or.jp/http://a-seibu.jdsf.or.jp/http://a-seibu.jdsf.or.jp/http://a-seibu.jdsf.or.jp/

エントリー手続き料の振込みを済ませてエントリーしてください　　
【郵送】ＪＤＳＦ登録選手は【ＤＳＣＪ標準申込書】をご利用ください

 ＪＤＳＦ登録選手以外の方はリーダー・パートナー氏名・年齢・住所・連絡先・競技名称をご記入の上
　　　　『返信用封筒』（切手を貼り住所、氏名を記載の事）を同封下さい

申込期日 ２０１７年４月１０日（月）必着、当日受付不可

振込先  郵便振替番号 ００９５０－５－７８８８２　　加入者名「大阪ＪＤＳＦ大会事務局」

           通信欄に「大会名」および「出場競技名称」をご記入ください

★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

番号  　略称 昇級  競  技  名  称 種目 ﾌｨｰｶﾞｰ  　服　装  出  場  資  格
Ｎ１ 　ＦＣＷ 無 大阪市ねんりんピック選考 　Ｗ  自　由 　正　装 男女とも　大阪市在住
Ｎ２ 　ＦＣＴ 無 大阪市ねんりんピック選考 　Ｔ ６０歳以上
Ｎ３ 　ＦＣＣ 無 大阪市ねんりんピック選考 　Ｃ 誕生昭和３３年４月１日以前
Ｎ４ 　ＦＣＲ 無 大阪市ねんりんピック選考 　Ｒ
Ｎ５ 　ＦＳＷ 無 堺市ねんりんピック選考 　Ｗ  自　由 　正　装 男女とも　堺市在住
Ｎ６ 　ＦＳＴ 無 堺市ねんりんピック選考 　Ｔ ６０歳以上
Ｎ７ 　ＦＳＣ 無 堺市ねんりんピック選考 　Ｃ 誕生昭和３３年４月１日以前
Ｎ８ 　ＦＳＲ 無 堺市ねんりんピック選考 　Ｒ
Ｎ９ 　ＦＰＷ 無 大阪府ねんりんピック選考 　Ｗ  自　由 　正　装 男女とも　大阪府下在住

Ｎ１０ 　ＦＰＴ 無 大阪府ねんりんピック選考 　Ｔ （大阪市・堺市在住を除く）
Ｎ１１ 　ＦＰＣ 無 大阪府ねんりんピック選考 　Ｃ ６０歳以上
Ｎ１２ 　ＦＰＲ 無 大阪府ねんりんピック選考 　Ｒ 誕生昭和３３年４月１日以前

ねんりんピック２０１７は、９月１０日（日）秋田県秋田市で開催の予定ですねんりんピック２０１７は、９月１０日（日）秋田県秋田市で開催の予定ですねんりんピック２０１７は、９月１０日（日）秋田県秋田市で開催の予定ですねんりんピック２０１７は、９月１０日（日）秋田県秋田市で開催の予定です

大阪市・堺市・大阪府共　４組揃わない場合　秋田市への出場は出来ません大阪市・堺市・大阪府共　４組揃わない場合　秋田市への出場は出来ません大阪市・堺市・大阪府共　４組揃わない場合　秋田市への出場は出来ません大阪市・堺市・大阪府共　４組揃わない場合　秋田市への出場は出来ません

お問合せは　FAX・Eメールをご利用下さい  FAX06-6730-2384　《Ｅ-mail》tendo@jdsf-osaka.com

★大会に関する放送、テレビ放映、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

ｴﾝﾄﾘｰ手続料の払い戻しは致しません

申込先　　 大阪府ダンススポーツ連盟　　 〒577-0803　東大阪市 下小阪4-11-26

代表選考会に付　秋田大会に出場することを条件に申し込み下さい代表選考会に付　秋田大会に出場することを条件に申し込み下さい代表選考会に付　秋田大会に出場することを条件に申し込み下さい代表選考会に付　秋田大会に出場することを条件に申し込み下さい

　使用する権利は大会主催者に帰属します

★競技中に発生した事故について、主催者は応急処置等の対応は行ないますが、その後の処置について責任は負いかねます

★競技会出場選手一覧及び競技成績結果がJDSFホームページに掲載される事を了解の上出場申込ください

★この競技会の音楽はＪＤＳＦオリジナルＣＤ “Ｄance Ｓport”シリーズを使用します　

日　時  　 
会　場   


