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【開催日時】
【会
場】
【主
【後

催】
援】

【審 判 員】
【申込締切】
【競技内容】

第４６回奈良県ダンススポーツ競技会
（ＪDSF 公認番号：１９０５２６）
（ならシニア元気フェスタ併催・ねんりんピック奈良県代表選考会・西部ブロックランキング対象）
２０１９年５月１２日（日） ９：３０～１８：００
奈良県宇陀市榛原荻原１０５７ 「宇陀市総合体育館」 空調なし 電話０７４５－８２－６５６１
近鉄 榛原（はいばら）駅北歩２０分 駅前南にタクシー多数 西名阪針インター南へ１５分 （広い駐車場あり）
奈良県ダンススポーツ連盟、 奈良県社会福祉協議会（共催）
公益社団法人日本ダンススポーツ連盟
申請中：奈良県、宇陀市、宇陀市教育委員会、公益財団法人奈良県体育協会
ＪＤＳＦ公認審判員
２０１９年４月２１日（日）必着 ※締切後の受付はできません。

区分
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１６

JAS
JAL
MAS
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FF1

１７

FF2

昇降級

有

無

競

技

名

種 目
( )は最終予選から

ＪＤＳＦ A 級戦 スタンダートﾞ
ＪＤＳＦ A 級戦 ラテン
シニアⅡA 級戦 スタンダード
シニアⅢA 級戦 スタンダード
ＪＤＳＦ Ｂ級戦 スタンダード
ＪＤＳＦ Ｂ級戦 ラテン
シニアⅡB 級戦 スタンダード
シニアⅢB 級戦 スタンダード
ＪＤＳＦ Ｃ級戦 スタンダード
ＪＤＳＦ Ｃ級戦 ラテン
ＪＤＳＦ Ｄ級戦 スタンダード
ＪＤＳＦ Ｄ級戦 ラテン
ＪＤＳＦ ノービス戦 スタンダートﾞ
ＪＤＳＦ ノービス戦 ラテン
わかくさ戦 スタンダード
ならシニア元気フェスタ戦 １
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ならシニア元気フェスタ戦 2

ブルース
ジルバ

服装

ﾌｨｶﾞｰ

出場資格
ＪＤＳＦ Ａ級以下登録選手
シニアⅡA 級以下登録選手
シニアⅢA 級以下登録選手
ＪＤＳＦ Ｂ級以下登録選手

正 装
自 由

シニアⅡＢ級以下登録選手
シニアⅢB 級以下登録選手
ＪＤＳＦ Ｃ級以下登録選手
ＪＤＳＦ Ｄ級以下登録選手

正装又は
平服
自 由
自由（運
動靴可）

自 由

ＪＤＳＦ １級以下登録選手
又は未登録の方
選手登録のない方
ＪＤＳＦ登録選手
選手登録のない方

【出場資格】 シニアⅡ戦（区分 3，7）は、一方が 45 歳以上で他方が 40 歳以上、シニアⅢ戦（区分 4，8）は 55 歳以上と 50 歳以
上の誕生日を年内に迎えるＪＤＳＦ登録選手。ノービス戦（区分１3，14）は未登録の方も出場できますが、昇級した場合は
ＪＤＳＦ選手登録が必要。わかくさ戦（区分１5）は、同性同士の出場可。フェスタ戦（区分１6，17）は、奈良県在住で 2020
年 4 月 1 日時点で 60 才以上の方（1960 年 4 月 1 日以前に生まれた方）が対象です。
【入場料】 無料 応援歓迎
【エントリー手続料】 区分 1～14 は一組 5000 円（男女とも 12 歳以下の組は 2000 円）、区分 15 は 2000 円、区分 16，17 は無料。
※申込み後に出場を取り消されても、エントリー手続料の払い戻しは致しません。
【申込方法】 郵便口座（口座番号：０１０３０－３－２２２７３ 口座名義：奈良県ダンススポーツ連盟）にエントリー手続料を払い
込みのうえ、下記①，②のいずれかの方法でお申込み下さい。
① ＪＤＳＦ標準様式申込書に必要事項を記入し、選手登録証のコピーとエントリー手続料の郵便払込受領証のコピーを貼
付け、返信用封筒（長形３号、８２円切手貼付、返信宛先（「様」記入）明記）を同封し、下記申込先に送付のこと。
区分 16，17 のみに出場される場合は郵便払込受領証のコピー貼付は不要です。
申込先 〒６３９-1０５３ 奈良県大和郡山市千日町２４－７ 奈良県ダンススポーツ競技会事務局 伊東 勝
② 奈良県ダンススポーツ連盟のホームページ http://nara.jdsf.or.jp/ のネットエントリーページからお申込みください。
【競技進行】
※選手受付締切りは、背番号通知およびホームページ等で公表されるタイムテーブルでご確認ください。
午前 ： ラテン（全て） → スタンダード前半 （MA、GA、MB、ＧＢ、ノービス、わかくさ、フェスタ 1、フェスタ 2）
午後 ： スタンダード後半 （A、Ｂ、Ｃ、Ｄ）
【注意事項】 競技会に際して以下の事柄に注意してご参加ください。
 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を行いますが、その後の処置について責任を負いません。
また、Ｃ級以上に出場する 12 歳以下の選手は、別途、保護者の方より競技会出場についての承諾書をいただきます。
 ヒールカバーチェックを行いますので、必ず新しいヒールカバー（キャップ式は不可）を装着ください。
 ホームビデオ等で撮影した映像、音楽のコピーの配布およびインターネットへの配信、投稿を禁じます。
 競技会に関する放送、ＴＶ放映、新聞、インターネット、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。
 競技会出場選手一覧及び成績結果等は JDSF 奈良等のホームページに掲載されます。また、競技会の結果等により選考
され他の競技会等に派遣される奈良県代表選手は、派遣および成績等が JDSF 奈良のホームページに掲載されます。
【お問合せ】 携帯０８０－５３０２－８７５４（伊東） または １８６－０９０－８４６８－００８９（大江）
【その他】 ・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。
・競技の映像をＤＶＤに編集し、希望者に実費販売致します。詳細は http://nara.jdsf.or.jp/ をご覧ください。
・フェスタ戦１（区分 16）の上位入賞者は、ねんりんピック和歌山 2019（2019.11.9～12）への出場が推薦されます。

～JDSF 未登録の方に関する申込みについて～
区分 13～15 および 17 に出場される JDSF 未登録の方は、JDSF 標準様式申込書またはＡ４縦の自由な様式で、カップル名
（フリガナも）･住所･連絡先･出場区分を記入したものに郵便払込受領証のコピーを貼付し、競技会事務局に送付ください。

宇陀市総合体育館への行き方
＜車の場合＞
◆名阪国道の 針ＩＣ から南へ８km、玉立橋東詰交差点（下図①）を右折、１～２分で消防署の所を左折。
◆中和幹線から国道 165 号線で長谷寺を通り過ぎて西峠交差点（下図②）を左折、消防署の所を右折。
～駐車場は十分なスペースがあります。体育館の左手奥（体育館の東）にも広がっています。～
＜電車の場合＞
近鉄大阪線・榛原駅下車（近鉄大阪上本町から急行で約 50 分、JR 大阪から環状線・鶴橋乗換で約 70 分）
◆榛原駅からは、駅の南口に出てタクシーを使うと便利（約 1000 円）。
◆徒歩の場合は、下図の破線に沿って約 20 分。
◆バスの場合は、榛原駅の北口２番のりばから、8:20、10:12 発の 23 系統 針インター行きに乗車し、
宇陀市総合体育館で下車してください。（帰り：宇陀市総合体育館発 13:30、15:30、16:59、19:13 ）
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２０１９年度 奈良県高齢者スポーツ文化交流大会

ならシニア元気フェスタ
（ねんりんピック奈良県代表選考会）

「ダンススポーツ」競技開催要項
１ 期日
２０１９年５月１２日（日）
２ 競技会場 宇陀市総合体育館 （宇陀市）
３ 日程
①受付

８時３０分～９時００分

選手は受付後合同開会式に参加してください

②合同開会式

９時３０分～９時４０分

宇陀市総合体育館

③競技・表彰・閉会式

９時４０分～１８時００分

宇陀市総合体育館

４ 主 管
奈良県ダンススポーツ連盟 （主催：奈良県社会福祉協議会）
５ 競技規則 全日本統一ダンススポーツ競技規則を適用する
６ 参加資格 奈良県在住の２０２０年４月１日時点で６０才以上（１９６０年４月１日以前に誕生）の方で、「ならシニア元気
フェスタ戦 １」はＪＤＳＦ登録の男女の選手「ならシニア元気フェスタ戦 ２」は登録選手でない者とし、同性同士の
出場および男性役・女性役の性別は問いません
７ 競技 (1) 種目は「ならシニア元気フェスタ戦 １」はタンゴ単科、「ならシニア元気フェスタ戦 ２」はブルース・ジルバとし、
フィガーは自由とする
(2) 競技は（予選）、準決勝、決勝とする
(3) 審判員はＪＤＳＦ公認審判員による
(4) 服装は自由（運動に適した服装とし、男性・女性ともにダンスシューズを着用すること。ただし「ならシニア元気
フェスタ戦２」については運動靴も可）。 女性のダンスシューズについては、新品のヒールカバーを装着すること
（キャップ式ヒールカバーは不可）
８ 表彰 入賞者である１位から６位については奈良県ダンススポーツ連盟から賞状が贈られるとともに、上位の１位から３位
については知事表彰される
「ならシニア元気フェスタ戦 １」の入賞者は、１１月に和歌山県で開催されるねんりんピックに推薦される
９ 参加費 無料
10 注意 参加者は、あらかじめ健康診断を受けるなど、参加者各自の健康は各自で責任を持つこと
主催者側で傷害保険に一括で加入するが、応急手当以外の責任は負わない
11 その他 その他規定していない事項は、大会実施本部と協議して決定する
12 参加申込み
【ならシニア元気フェスタ戦 １】 ＪＤＳＦ標準様式申込書に必要事項を記入し、選手登録証のコピーを貼付け、
返信用封筒（長形３号、８２円切手貼付、返信宛先（「様」記入）明記）を同封のうえ、下記申込先に送付ください
【ならシニア元気フェスタ戦 ２】 ＪＤＳＦ標準様式申込書を用いるか、またはＡ４縦の自由な様式で下記の事項を記入し、
返信用封筒（長形３号、８２円切手貼付、返信宛先（「様」記入）明記）を同封のうえ、下記申込先に送付願います
・代表者氏名 （楷書で記載し、ふりがなをふること）
・性別
・年齢 （２０２０年４月１日現在）
・郵便番号 および 住所 （番地、号室まで記入の事）
・電話番号（固定電話、携帯電話とも）
・組相手氏名 （楷書で記載し、ふりがなをふること）
・組相手性別
・組相手年齢 （２０２０年４月１日現在）
13 申込み締切り
２０１９年４月２１日（必着）
電話での申込みは受け付けできません
【申込受付担当】

奈良県ダンススポーツ競技会事務局
〒６３９－１０５３
奈良県大和郡山市千日町２４－７
伊東 勝
電話
０８０－５３０２－８７５４

