
公認No. 230511

開催⽇時 2023年5⽉4⽇(⽊) 9:00〜18:00
開場時刻 8:15
会 場 仙台市⻘葉体育館 空調設備 有

仙台市⻘葉区堤町1-1-5/℡:022-717-1191
主 催 仙台市・仙台市スポーツ協会
主 管 仙台⽀部
後援/協賛等 後援: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
⼊ 場 料 無料【緊急事態・蔓延防⽌対策発動時無観客で⾏う場合有り】
エントリー
⼿続料

エントリー⼿続料 4.500円/1区分。但し、区分24〜25は1.000円/1区分、区分26〜27は無料。全
区分如何なる理由でも⼿続料の払い戻しは
致しません。

審 判 員 JDSF公認審判員 7名

申 込 期 間 2023年2⽉17⽇(⾦) 〜 2023年4⽉4⽇(⽕)
申 込 ⽅ 法 ①JDSF登録選⼿はJDSF公認競技会⽇程サイト(https://adm.jdsf.jp/)よりwebエントリー申込可能

です。
 webエントリーの場合は、事前にオンライン会員登録が必要です。
 ・オンライン会員登録⽅法は、利⽤ガイド
(https://adm.jdsf.jp/uploads/guide/RiyouGuide.pdf) を参照のこと。
 ・webエントリーは、操作ガイド(https://adm.jdsf.jp/uploads/guide/SousaGuide.pdf) を参
照のこと。
②エントリーシートに選⼿証添付(厳守)後コピー)し、郵便振替受領書コピーを同封の上、下記申
込先宛に郵送して下さい。

申 込 先 〒981-0953 仙台市⻘葉区⻄勝⼭32-25 仙台市ダンススポーツ連盟競技部 村松淑⼦ 宛
振 込 先 webエントリー及びエントリーシート 振込先 :ゆうちょ加⼊者名・仙台市ダンススポーツ連盟競

技部 
 記号番号・18120-27586331 

選 ⼿ 受 付 ラテン8:15〜8:30スタンダード11:15〜11:30 ・受付時にSt同時受付可

注 意 事 項 ☆ 注  意
 ・ 練習着とは、ダンス⽤スラックス、スカートにワイシャツ、ブラウス等のダンスに適した服装を指します。
   ネクタイは⾃由。Gパン、ジャージ、Tシャツ等は不可。
 ・ 区分1〜2は東北ブロックランキング認定対象競技併催で、対象者はリーダーパートナー共に東北ブロック所属選⼿で
す。
 ・ 区分14〜17、20〜21年齢は年齢別東北ブロックランキング認定対象競技併催で、対象者はリーダーパートナー共に東
北ブロック所属選⼿です。
 ・ 会場内ヒールチェック有り、ヒールカバーは未使⽤品を使⽤して下さい。
 ・ 競技会に関する放送、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、⼤会主催者及びJDSF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等への配信、投稿を禁じます。
 ・ 競技会出場選⼿⼀覧及び成績結果等をJDSFホームページに掲載します。この事を了承の上出場申込下さい。
 ・ 競技のエントリーリストが、JDSFホームページに事前に掲載されます。
 ・ この競技会の⾳楽はJDSFオリジナルCD“DanceSport”シリーズを使⽤しています。
 ・ エントリー数が競技成⽴要件数に満たなかった区分は参考競技とします。
   未登録者が、2級に昇級した時は選⼿登録の⼿続きが必要です。
 ・ 区分24〜27は、仙台市⺠総体区分であり、仙台市⺠及び仙台市ダンススポーツ連盟会員のみが出場できる区分です。    
 ・ ⼤会出場に際してご⾃⾝の健康管理の確認を徹底し、⼤会中に発⽣した選⼿の事故の応急措置は⾏いますが、
   その後の責任は負いかねますので、⾃⼰管理の徹底をお願いします。
 ・ ⻘葉体育館から以下の指導がありましたので、皆さまのご協⼒をお願いします。近隣住⺠及び救急診療所の通路
   近隣住⺠及び救急診療所の通路の確保を図るため、⾞でおいでの皆さまの⻘葉体育館への進⼊路での路上待機は
   できません。出場される選⼿の皆さま及びご観戦の皆さまは、会場到着時間を午前8時以降にお願いします。
   ⻘葉体育館の駐⾞場開場時間は、午前8時となっています。
★ 問合せ先: 中嶋 勉 <090-7526-0495:午前中のみ>   ♦ lemonhaginoya@gmail.com
  ♦エントリー外の問合先:宮城県ダンススポーツ連盟ホームページ http://www.jdsf-miyagi.com/ 

【仙台市⺠総合体育⼤会】第38回仙台市ダンススポーツ選⼿権⼤会

https://adm.jdsf.jp/
https://adm.jdsf.jp/uploads/guide/RiyouGuide.pdf
https://adm.jdsf.jp/uploads/guide/SousaGuide.pdf
http://www.jdsf-miyagi.com/


☆ 交通⼿段 JR仙⼭線・北仙台駅、仙台市営地下鉄南北線・北仙台駅、東北縦貫⾃動⾞道・仙台宮城インターで
       降りて県道仙台〜泉線へ、 駐⾞場140台につき、極⼒公共交通機関の利⽤をお願いします。

競技内容
区分 略称 昇降級 競技名 種⽬ フィガー 服装 出場資格

1 JAS 有 JDSF A級スタンダ
ード W,T,(最終:V),F,Q ⾃由 正装 ＪＤＳＦ登録選⼿オープン

2 JAL 有 JDSF A級ラテン S,C,R,P,(最終:J) ⾃由 正装 ＪＤＳＦ登録選⼿オープン

3 JBS 有 JDSF B級スタンダ
ード W,T,F,(最終:Q) ⾃由 正装 ＪＤＳＦＢ級以下登録選⼿

4 JBL 有 JDSF B級ラテン S,C,R,(最終:P) ⾃由 正装 ＪＤＳＦＢ級以下登録選⼿

5 JCS 有 JDSF C級スタンダ
ード W,(最終:T),F ⾃由 正装 ＪＤＳＦＣ級以下登録選⼿

6 JCL 有 JDSF C級ラテン S,(最終:C),R ⾃由 正装 ＪＤＳＦＣ級以下登録選⼿

7 JDS1 有 JDSF D級スタンダ
ード1 T,F ⾃由 正装 ＪＤＳＦＤ級以下登録選⼿

8 JDS2 有 JDSF D級スタンダ
ード2 W,Q ⾃由 正装 ＪＤＳＦＤ級以下登録選⼿

9 JDL1 有 JDSF D級ラテン1 S,R ⾃由 正装 ＪＤＳＦＤ級以下登録選⼿
10 JDL2 有 JDSF D級ラテン2 C,P ⾃由 正装 ＪＤＳＦＤ級以下登録選⼿

11 J1S 有 JDSF 1級スタンダ
ード W,T ⾃由 正装 ＪＤＳＦ１級以下登録選⼿

12 J2S 有 JDSF 2級スタンダ
ード W,T ⾃由 正装⼜は平服 ＪＤＳＦ２級以下登録選⼿

13 J3S 有 JDSF 3級スタンダ
ード W,T ⾃由または推奨 平服・練習着 ＪＤＳＦ３級以下登録選⼿ ＪＤＳＦ未登録者

可

14 MAS 有 シニアⅡ A級スタ
ンダード W,T,F ⾃由 正装 ＪＤＳＦ シニアⅡA級以下登録選⼿ (年内に45

歳以上と40歳以上誕⽣⽇を迎える者)

15 MAL 有 シニアⅡ A級ラテ
ン S,C,R ⾃由 正装 ＪＤＳＦ シニアⅡA級以下登録選⼿ (年内に45

歳以上と40歳以上誕⽣⽇を迎える者)

16 GAS 有 シニアⅢ A級スタ
ンダード W,T ⾃由 正装 ＪＤＳＦ シニアⅢA級以下登録選⼿ (年内に55

歳以上と50歳以上誕⽣⽇を迎える者)

17 GAL 有 シニアⅢ A級ラテ
ン S,C ⾃由 正装 ＪＤＳＦ シニアⅢA級以下登録選⼿ (年内に55

歳以上と50歳以上誕⽣⽇を迎える者)

18 GBS 有 シニアⅢ B級スタ
ンダード W,F ⾃由 正装 ＪＤＳＦ シニアⅢＢ級以下登録選⼿ (年内に55

歳以上と50歳以上誕⽣⽇を迎える者)

19 GBL 有 シニアⅢ B級ラテ
ン S,C ⾃由 正装 ＪＤＳＦ シニアⅢB級以下登録選⼿ (年内に55

歳以上と50歳以上誕⽣⽇を迎える者)

20 RAS 有 シニアⅣ A級スタ
ンダード W,F ⾃由 正装 ＪＤＳＦ シニアⅣA級以下登録選⼿ (年内に65

歳以上と60歳以上誕⽣⽇を迎える者)

21 RAL 有 シニアⅣ A級ラテ
ン C,R ⾃由 正装 ＪＤＳＦ シニアⅣA級以下登録選⼿ (年内に65

歳以上と60歳以上誕⽣⽇を迎える者)

22 RBS 有 シニアⅣ B級スタ
ンダード W,T ⾃由 正装 ＪＤＳＦ シニアⅣＢ級以下登録選⼿ (年内に65

歳以上と60歳以上誕⽣⽇を迎える者)

23 RBL 有 シニアⅣ B級ラテ
ン C,R ⾃由 正装 ＪＤＳＦ シニアⅣＢ級以下登録選⼿ (年内に65

歳以上と60歳以上誕⽣⽇を迎える者)

24 FBS 無 プレジュニアスタ
ンダード W,Q ⾃由 ⾃由 仙台市⺠限定、中学⽣以下、ＪＤＳＦ要会員登

録

25 FBL 無 プレジュニアラテ
ン S,C ⾃由 ⾃由 仙台市⺠限定、中学⽣以下、ＪＤＳＦ要会員登

録

26 FCS 無 プレジュブナイル
スタンダード W,Q ⾃由 ⾃由 仙台市⺠限定、⼩学⽣以下、ＪＤＳＦ要会員登

録

27 FCL 無 プレジュブナイル
ラテン S,C ⾃由 ⾃由 仙台市⺠限定、⼩学⽣以下、ＪＤＳＦ要会員登

録

備考
競技特別運営上の注意
★申込先着順、エントリ-組数を制限をする場合があります。
★熱の有る⽅<37.5度以上>、体調の悪い⽅、咳などの症状の有る⽅は⼊館出来ません。



★会場内は、マスク着⽤(競技中のみ、マスク脱着を認める)を義務付けます。練習タイムはありません
★「参加者健康チェックシート」の記⼊・提出(当⽇)各⾃(カップル2枚)必須。
★選⼿集合場所、控室などでの間隔を空ける様にお願い致します、⼜こまめに⼿指アルコール消毒をお願いします。
★「新型コロナウィルス感染予防対応競技会」開催ガイドライン(改訂版)遵守の事。

補⾜資料

https://adm.jdsf.jp/uploads/syllabus/code/23/230511.pdf

JAPAN DANCESPORT FEDERATION
公益社団法⼈ ⽇本ダンススポーツ連盟


