
開催日時

宗像ユリックス　（空調設備　有） 〒811-3437　福岡県宗像市久原400番地

入場料

※申し込み後の区分変更は１０月３０日までです。

区分番号 略称 昇降級 種目 部 フィガー 服装
1 ＩAS 有 WT(V)FQ 第3部 自由 正装
2 ＩAL 有 SCRP(J) 第1部 自由 正装
3 JBS 有 WT（F）Q 第3部 自由 正装
4 JBL 有 SCR(P) 第1部 自由 正装
5 JCS 有 WT(F) 第3部 自由 正装
6 JCL 有 (S)CR 第1部 自由 正装
7 JDS 有 WT 第3部 自由 正装
8 JDL 有 CR 第1部 自由 正装
9 J1S 有 WF 第3部 自由 正装
10 J1L 有 SR 第1部 自由 正装

11 MAS 有 WTQ 第2部 自由 正装

12 MBS 有 WTF 第2部 自由 正装

13 GAS 有 TF 第2部 自由 正装

14 GBS 有 WT 第2部 自由 正装

15 RBS 有 TF 第2部 自由 正装

16 RCS 有 WT 第2部 自由 正装

17 PDS WT(V)FQ 第2部 自由 正装
18 PDL SCRP(J) 第3部 自由 正装

DSCJ　B級戦スタンダード

Japan Dance Trophy スタンダード

選手受付 第1部　8：20～9：00　　　　第2部　8：20～10：30　　　　第3部　8：20～13：00

Japan Dance Trophy ラテン

DSCJ　D級戦スタンダード

登録選手

２０１７年１１月１９日（日）　　9：30～18：00

申込締切 ２０１７年１０月２２日（日）　大会事務局必着

振込受領書のコピーを添付し、
③

必要事項を記入し、各所属団体を通して申し込んで下さい。

無料　　
エントリー手続料 区分１～１６は１区分４、５００円（男女共、学連登録選手と高校生以下は３、０００円）

審判員

申込方法 DSCJ標準様式（A４用紙）申込書に①選手登録証のコピーを貼付け、②エントリー手続料の

JDSF-PD九州 Japan Dance Trophy

振込み先 ゆうちょ銀行　記号１０１８０　番号９４１５０７３１　シャ）ニホンダンススポーツレンメイ　　　　　　　
（他金融機関から） ゆうちょ銀行　店名　０１８（ゼロイチハチ)　普通預金　No.９４１５０７３　　シャ）ニホンダンススポーツレンメイ

申込先・問合せ 大会事務局　
〒815-0042　福岡県福岡市南区若久2-16-9　ノガミダンススポーツクラブ
Eメール：　jdsfpd.qb@gmail.com　　　                 　TEL：092-408-5593　FAX：092-408-5583

各所属団体の締切りに遅れた方は直接、下記大会事務局に申し込んで下さい。

区分１７～１８は１区分６、０００円　　　　　※エントリー手続き料の払い戻しは致しません。

主催 ＪＤＳＦ－ＰＤ九州 ホームページ（仮）　：　http://njdc-k.com/
後援 公益社団法人日本ダンススポーツ連盟(JDSF)

会場

注
意
事
項

・写真、ビデオ撮影は無料です。撮影した映像の配布及びインターネットへの配信、投稿を禁止致します。

登録選手

シニアⅢB級戦スタンダード

競技名 出場資格

DSCJ　B級以下

DSCJ登録選手

PD公認審判員

登録選手DSCJ　D級戦ラテン

DSCJ　B級戦ラテン
DSCJ　C級以下DSCJ　C級戦スタンダード

DSCJ　D級以下

シニアⅡB級以下登録選手
45歳以上と40歳以上

シニアⅣB級戦スタンダード
シニアⅣB級以下登録選手

65歳以上と60歳以上

シニアⅡB級戦スタンダード

DSCJ　C級戦ラテン

シニアⅡA級戦スタンダード
シニアⅡ登録選手

45歳以上と40歳以上

DSCJ　１級以下
登録選手

DSCJ　1級戦スタンダード

・出場選手一覧、成績、表彰式の写真等を主催者、後援等のHPに掲載します。

シニアⅢA級戦スタンダード

シニアⅣC級戦スタンダード
シニアⅣC級以下登録選手

65歳以上と60歳以上

シニアⅢ登録選手
55歳以上と50歳以上

※区分１、２、１７、１８は全国ランキング１０位内選手に優待制度有ります。詳しくは別紙「優待選手について」参照。
※（　）内種目は準決勝から行います。

※区分１７、１８は賞金・副賞有ります。

PD承認No.（P171104)　　DSCJ公認No.（171124）

DSCJ　1級戦ラテン

・競技会に関する放送、報道、映像、雑誌メディアで選手の名前・写真、映像を使用する権利は大会主催者 に帰属します。

シニアⅢB級以下登録選手
55歳以上と50歳以上

・エントリー手続料には障害保険料が含まれています。大会中の事故に関しては大会役員の確認を得、傷害保険適用の範囲内で保障します。

・新しい皮のヒールカバーを装着して下さい。 男女共ヒールチェックを行います。

・開催がやむを得ず中止･変更になる場合はHPに掲載されますので、ご覧下さい。

Japan Dance Trophy PD・スタンダード
PD登録選手

Japan Dance Trophy PD・ラテン



　

電 話

氏  名

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

IAS IAL JBS JBL JCS JCL JDS JDL J1S J1L
第3部 第１部 第3部 第１部 第3部 第１部 第3部 第１部 第3部 第１部

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

MAS MBS GAS GBS RBS RCS PDS PDL
第2部 第2部 第2部 第2部 第2部 第2部 第2部 第3部

電　話 　携　帯
ﾌﾘｶﾞﾅ

年　齢

年　齢

　

 バーコード必要

パ　ー　ト　ナ　ー

登録済の組相手と出場する場合はパートナーは不要

リ　ー　ダ　ー　　　　必須

登録済の組相手と出場する場合はﾘｰﾀﾞｰのみで可

2017年

ＤＳＣＪ全国統一級選手登録証

登録済の組相手以外と出場する場合はパートナーは必要

2017年

                　円  ×　　　　区分＝　　　　      　　円

　　振込控・貼り付け又はメモ欄

コピー貼り付け

選　手　登　録　番　号

所属（都道府県/下部組織/サークル/教室名）

ﾌﾘｶﾞﾅ

氏名

受　付　番　号 背　　番　　号

住
所

所属（都道府県/下部組織/サークル/教室名）

ﾌﾘｶﾞﾅ

氏名

リ　ー　ダ　ー

競技会名称  　PD承認No.（P171104)　　DSCJ公認No.（171124）

ＤＳＣＪ競技会出場申込書 JDSF-PD九州 Japan Dance Trophy　

（ＤＳＣＪ標準様式） 開  催  日 締  切  日

バーコード必要

氏
名

出場料明細

パ　ー　ト　ナ　ー 選　手　登　録　番　号

ＤＳＣＪ全国統一級選手登録証

申
込
者

太線枠内は必須事項です 2017年11月19日 2017年10月22日 　\　

例

出 場 料 合 計

競技区分

略称

時間帯

区分番号

JDS

時間帯

コピー貼り付け

申    込    団    体    名 責     任     者

印  

連絡先 〒



 
 
 
 
 
 
 

公社）日本ダンススポーツ連盟 

JDSF-PD 九州ブロック 
事務局  ノガミダンススポーツクラブ 

〒815-0042 福岡県福岡市南区若久 2-16-9  Tel. 092-408-5593 Fax. 092-408-5583 

Mail : jdsfpd.qb@gmail.com 

 

JDSF-PD 九州 Japan Dance Trophy  (全国メイン競技会) 

2017 年 11 月 19 日（日） 宗像ユリックス 
 

 

 

～優待選手について～ 
 

 

 

JDSF 全日本ダンススポーツランキング（最新） スタンダード/ラテン 

それぞれ 10 位以内の選手を Japan Dance Trophy 優待選手として、 

宿泊料 20,000 円（カップル）援助するものとする。 

 

 

エントリー手続き時、エントリー用紙の左上空欄に赤字で 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        を記入のこと。 

 

 

 

 
（補足１）宿泊料は当日受付にてお渡しします。 

     印鑑をご持参下さい。 

（補足２）宗像ユリックスの近隣のビジネスホテルは 

    1 人 1 泊 3,000 円～5,000 円程度です。 

 

 

JDSF-PD 九州事務局 野上宏哉 

優待 

優待 




