
 
 
 

 
【開催日時】 平成30年11月23日（金、祝日） 10：00～18：00 【開場時刻】 8：30   
【会 場】 習志野市東部体育館（習志野市東習志野3-4-5）  【空調設備】 あり 
【交   通】 京成線 京成実籾駅より徒歩15分    
【駐 車 場】 最大80台。できるだけ、電車等公共交通機関をご利用ください。 
【主 催】 習志野市体育協会・習志野市教育委員会  【主 管】 習志野市ダンススポーツ協会 
【後 援】 千葉県ダンススポーツ連盟千葉西支部 【審 判 員】 JDSF公認審判員 
【入 場 料】 無料 
【エントリー手続料】 区分 1～12：1区分5,000円（1区分のみエントリーの場合）、3,000円（重複エントリーの場合、2区分目以降1区分） 

 区分13～16：1区分2,000円   
 区分17～22：1区分1,000円 
 ……プログラム、ゼッケン代を含みます。エントリー手続料は競技の中止以外返金致しません。 

【奨 励 金】 習志野市長杯争奪；優勝1万円。 
区分1～12；優勝3千円、準優勝2千円、3位千円。 

【申込締切】 平成30年11月9日（金）の消印まで有効。 
【申込方法】 登録選手はJDSF標準様式競技会エントリーシートに記入の上、選手登録証およびエントリー手続料振込領収書のコピーを貼付け、所

属団体を通じて（千葉県内会員はサークル経由で可）、下記へお申込みください。なお、登録選手以外（会員・非会員）は裏面の競
技会エントリーシートに記入の上、サークル経由で郵送またはFAXで申込みください。申込後の区分変更は不可。 

【申 込 先】 〒275－0013 習志野市花咲2-17-4  市角京子 
［問合せ先］習志野市ダンススポーツ協会・市角京子（イチズミキョウコ） TEL/FAX：047ー472ー9662 

【振 込 先】 郵便振替口座番号：00200－0－96660  加入者名：習志野市ダンススポーツ協会 
【選手受付】 9：00～9：30  スタンダードのみ 9：00～11：30 
【注意】 ・  会場内は土足厳禁です。ダンスシューズ（新しいヒールカバーを必ず装着）又は上履きを着用して下さい。 

・ 大会中に発生した事故の応急処置は行いますが、その後は責任を負いかねますので、自己管理の徹底をお願いします。 
・ 大会に関する報道や映像メディア販売等において選手の名前、写真及び映像を使用する権利はすべて大会主催者に帰属します。 
・ 出場者名簿一覧表及び競技成績結果をJDSF及び千葉県ダンススポーツ連盟のホームページに掲載されることを了承の上、申込みください。 
・ この競技会の音楽はJDSFオリジナルCD“DanceSport”を使用しています。 
・ ホームビデオ等で撮影した映像、音楽コピーの配布及びインターネットの配信・投稿を禁じます。 
・ 自分で出したゴミは各自お持ち帰り頂きますようお願いいたします。        

【競技内容】  

区分 略 称 昇降級 競 技 名  種 目 ﾌｨｶﾞｰ 服 装 出 場 資 格 

１ ＪＣＳ 

有 

JDSF C級戦 スタンダード Ｗ・Ｔ・F 

自由 正装 

JDSF C級以下 登録選手 
2 ＪＣＬ JDSF C級戦 ラテン Ｓ・Ｃ・Ｒ 

3 Ｊ１Ｓ JDSF １級戦 スタンダード W・T 
JDSF １級以下 登録選手 

4 Ｊ１Ｌ JDSF １級戦 ラテン C・Ｒ 

5 Ｊ２Ｓ JDSF ２級戦 スタンダード W・T 
JDSF ２級以下 登録選手 

6 Ｊ２Ｌ JDSF ２級戦 ラテン C・Ｒ 

7 Ｊ３Ｓ JDSF ３級戦 スタンダード Ｗ・Ｔ 平易な自由または 

JDSF推奨フィガー 

平服 

練習着可 

JDSF ３級以下 登録選手  
または 会員（無級未登録選手）、非会員。 
同性同士可。 8 Ｊ３Ｌ JDSF ３級戦 ラテン C・Ｒ 

9 ＭＢＳ シニアⅡ Ｂ級戦 スタンダード Ｗ・Ｔ・F 

自由 正装 

シニアⅡ Ｂ級以下 登録選手 
（45歳以上と40歳以上） １0 ＭＢＬ シニアⅡ Ｂ級戦 ラテン Ｓ・C・Ｒ 

１1 ＧＢＳ シニアⅢ Ｂ級戦 スタンダード Ｗ・Ｔ シニアⅢ Ｂ級以下 登録選手 

（55歳以上と50歳以上） １2 ＧＢＬ シニアⅢ Ｂ級戦 ラテン C・Ｒ 

１3 
ＦＯＳ 

無 

習志野市長杯争奪 
オープン戦 スタンダード 

Ｗ・Ｔ・F 

自由 

正装 

または 

平服 

出場資格制限なし。 

女性同士可。 １4 ＦＯＬ 
習志野市長杯争奪 
オープン戦 ラテン 

Ｓ・C・Ｒ 

１5 ＦＦＳ あじさい戦 スタンダード Ｗ・Ｔ 誰でも出場できます。女性同士可。 
ただし、Ｂ級以上の登録選手は不可。 １6 ＦＦＬ あじさい戦 ラテン C・Ｒ 

１7 ＦＹＳ ヤングスター戦 スタンダード Ｗ・Ｑ 

自由 

中学生以下小学5年生まで、女性同士可。 
１8 ＦＹＬ ヤングスター戦 ラテン Ｓ・Ｃ 

１9 ＦＵＳ Ｕ-10 スタンダード Ｗ・Ｑ 
小学4年生以下、女性同士可。 

２0 ＦＵＬ Ｕ-10 ラテン Ｓ・Ｃ 

２1 ＦＢＳ ビギナー戦 スタンダード Ｗ・Ｔ 女性同士可。登録選手同士は不可。 
ただし、カップルのどちらかが登録選手は可。 ２2 ＦＢＬ ビギナー戦 ラテン C・Ｒ 

※  区分7,8の3級戦の出場資格では、同性同士や男性役女性役の性別を問いません。 
練習着とはワイシャツやブラウスにダンス用のスラックスやスカート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。推奨フィガーはJDSFホームページの定款・規程「JDSF競技関連規程」ページで確認できます。 
 ３級戦には未登録選手も出場できますが、２級に昇級した場合は、必ず競技会場にてJDSF選手登録の手続きを行うこと。 
 ３級戦で３級認定となった場合は、希望者は選手登録できます。 

※  重複出場可（出場できるクラスには、何区分でも出場できます。） 

第52回習志野市市民総合体育大会 

第12回習志野市ダンススポーツ競技大会 
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） 



競技会エントリーシート 
（登録選手以外の会員・非会員用） 

区分 7 8 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

略称 J3S J3L FOS FOL FＦS FＦL FYS FYL FUS FUL FBS FBL 

出場する競技区分と略称を○で囲んでください。 
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連絡先 〒 電話 携帯 

住

所 

 
氏

名 

フリガナ 

 

 
リーダー 年齢 会員番号 所属都道府県 所属サークル 

フリガナ 

氏名 
    

      

パートナー 年齢 会員番号 所属都道府県 所属サークル 

フリガナ 

氏名 
    

      

 

エントリー手続料明細 

 

円×      区分＝        円 

 受付番号 背番号 

  

 
 

エントリー手続料振込控・貼り付けまたはメモ欄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


