
第４回 北区DS選手権春季大会（代表予選会）
（新型コロナ感染防止対応競技会）

開催日時：令和５年２月１１日（土曜日・祝日）  競技時間：１１時００分 ～１６時３０分（予定）　　開場：１０時００分
会　　場：滝野川西区民センター（ふれあい館）８Ｆ 多目的ホール（空調設備有り）
東京都北区滝野川6-21-25（ＪＲ板橋駅 徒歩１０分, 都営地下鉄三田線西巣鴨駅 徒歩５分）　
主　　催：北区ダンススポーツ連盟
主　　管：十条ダンススポーツクラブ
入 場 料： 無料
後　　援：北区、北区体育協会

ｴﾝﾄﾘｰ   ：全区分、何区分でも２,０００円　/ 1人
手続料 　 【当日清算】※エントリー手続料は、当日に受付にてお支払い下さい
審 判 員：ＪＤＳＦ公認審判員を含む複数審査員
申込締切：令和４年１月３１日(火曜日)　必着

1 競技会運営の都合によりｴﾝﾄﾘ―組数を申込先着順で制限する場合があります。予めご了承ください。
2 行政や施設側の要請により開催中止や他県からの受付をお断りする場合があります。事前にご確認下さい。

申込方法：【ネット】北区ダンススポーツ連盟 HPから申込みください。https://kitaku-dancesport.tokyo/
【郵送】下記の申込書に必要事項をご記入の上、事務局まで郵送ください。

事 務 局：〒114-0034 北区上十条4-1-9　北区ダンススポーツ連盟　担当：高橋智恵　電話：080-1195−9799
選手受付：ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ&ﾗﾃﾝ　10：00～10：30 ／　ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞのみ　13：00～13：30
表　　彰：決勝戦出場者に賞状授与。(表彰式は無・賞状順次手渡し、集合写真無）
《注意事項》

1.大会に関する報道や映像メディア販売等に於いて選手の名前、写真及び映像を使用する権利は全て大会主催者に帰属します
2.出場者名簿一覧表及び競技成績結果等がJDSF・北区ダンススポーツ連盟ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等に掲載されることを了解の上でエントリー手続をして下さい
3.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
4.フロアー保護のために女性は革製の新品ヒールカバーをシューズに装着ください。「ヒールカバーチェック」有ります
5.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の配信・投稿を禁じます
6.大会出場に際し、ご自身の健康管理の確認を徹底し、自己責任での出場をお願い致します。

・競技内容

競技
区分

略称
昇
降
級

競　技　名 種目
フィ
ガー

服装 出場資格

１ ＦＭＳ 無 北区DS選手権 会長杯スタンダード Ｗ・Ｔ・Ｆ
自由 自由

未登録者可(注1)
女性同士可

競技区分3～12と重複可２ ＦＭＬ 無 北区DS選手権 会長杯 ラ　テ　ン Ｓ・Ｃ・Ｒ

３ ＦＳＷ

無
単
科

ワ　ル　ツ Ｗ

自由 自由
未登録者可(注1)
女性同士可

3組未満は開催不成立

４ ＦＳＴ タ　ン　ゴ Ｔ

５ ＦＳＶ ヴェニーズワルツ Ｖ

６ ＦＳＦ スローフォックストロット Ｆ

７ ＦＳＱ クイックステップ Ｑ

８ ＦＳＳ

無
単
科

サ　ン　バ Ｓ

自由 自由

未登録者可(注1)
女性同士可

3組未満は開催不成立

９ ＦＳＣ チャチャチャ Ｃ

１０ ＦＳＲ ル　ン　バ Ｒ

１１ ＦＳＰ パ　ソ　ド　ブ　レ Ｐ

１２ ＦＳＪ ジ ャ イ ブ Ｊ
（注1） 全区分における成績上位かつ北区在住・在勤・在サークルのカップルには市区対抗戦の代表としてお声掛けすることがあります。

https://kitaku-dancesport.tokyo/


第４回 北区DS選手権春季大会（チーム戦）
（新型コロナ感染防止対応競技会）

〜４人から出られるチーム戦・出場者大募集！！〜
８人で出てもO K・ラテン２種目スタンダード２種目を違う組み合わせで踊れば４人でも出

場できます。リーダーパートナー役が決まっていれば女子同士O K
組み合わせの例１

チャチャチャ リーダーA パートナーA
ルンバ リーダーB パートナーB
ワルツ リーダーA パートナーB
タンゴ リーダーB パートナーA

組み合わせの例２
チャチャチャ リーダーA パートナーA
ルンバ リーダーB パートナーB
ワルツ リーダーA パートナーC
タンゴ リーダーB パートナーD

開催日時：令和５年２月１１日（土曜日・祝日）  競技時間：１１時００分 ～１６時３０分（予定）　　開場：１０時００分
会　　場：滝野川西区民センター（ふれあい館）８Ｆ 多目的ホール（空調設備有り）
東京都北区滝野川6-21-25（ＪＲ板橋駅 徒歩１０分, 都営地下鉄三田線西巣鴨駅 徒歩５分）　
主　　催：北区ダンススポーツ連盟
主　　管：十条ダンススポーツクラブ
入 場 料： 無料
後　　援：北区、北区体育協会

ｴﾝﾄﾘｰ   ：全区分、何区分でも２,０００円　/ 1人
手続料 　 【当日清算】※エントリー手続料は、当日に受付にてお支払い下さい
審 判 員：ＪＤＳＦ公認審判員を含む複数審査員
申込締切：令和４年１月３１日(火曜日)　必着

3 競技会運営の都合によりｴﾝﾄﾘ―組数を申込先着順で制限する場合があります。予めご了承ください。
4 行政や施設側の要請により開催中止や他県からの受付をお断りする場合があります。事前にご確認下さい。

申込方法：【ネット】北区ダンススポーツ連盟 HPから申込みください。https://kitaku-dancesport.tokyo/
【郵送】下記の申込書に必要事項をご記入の上、事務局まで郵送ください。

事 務 局：〒114-0034 北区上十条4-1-9　北区ダンススポーツ連盟　担当：高橋智恵　電話：080-1195−9799
選手受付：10：00～10：30
表　　彰：決勝戦出場チームに賞状授与。(表彰式は無・賞状順次手渡し、集合写真無）
《注意事項》

1.大会に関する報道や映像メディア販売等に於いて選手の名前、写真及び映像を使用する権利は全て大会主催者に帰属します
2.出場者名簿一覧表及び競技成績結果等がJDSF・北区ダンススポーツ連盟ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等に掲載されることを了解の上でエントリー手続をして下さい
3.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
4.フロアー保護のために女性は革製の新品ヒールカバーをシューズに装着ください。「ヒールカバーチェック」有ります
5.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の配信・投稿を禁じます
6.大会出場に際し、ご自身の健康管理の確認を徹底し、自己責任での出場をお願い致します。

・競技内容

競技
区分

略称 昇降級 競　技　名 種目 フィガー 服装 出場資格

１３ FDT 無 北区DS選手権 チーム戦 Ｗ・Ｔ・Ｃ・Ｒ 自由 自由
未登録者可(注1)
女性同士可

競技区分1～12と重複可

（注1） 全区分における成績上位かつ北区在住・在勤・在サークルのカップルには市区対抗戦の代表としてお声掛けすることがあります。

https://kitaku-dancesport.tokyo/


第４回 北区DS選手権春季大会（代表予選会）エントリーシート
北区DS選手権春季大会（代表予選会）申込書↓(JDSF認定を問わず)所属サークル/団体がある場合のみ記入。なければ未記入のこと。

リーダー
氏名
ニックネーム不可

ふりがな サークル パートナー
氏名
ニックネーム　不可

ふりがな サークル

連絡先
□リーダー　　〒
□パートナー

電話番号 メールアドレス

出場区分 １　２　３　４　５　６　７　８　９　１０　１１　１２（出場区分に○印）

第４回 北区DS選手権春季大会（チーム戦）エントリーシート
北区DS選手権春季大会（チーム戦）申込書↓チーム名（サークル名可）を記入のこと。

チーム名

ワルツ
リーダー
氏名
ニックネーム不可

ふりがな ワルツ
パートナー
氏名
ニックネーム　不可

ふりがな

タンゴ
リーダー
氏名
ニックネーム不可

ふりがな タンゴ
パートナー
氏名
ニックネーム　不可

ふりがな

チャチャ
リーダー
氏名
ニックネーム不可

ふりがな チャチャ
パートナー
氏名
ニックネーム　不可

ふりがな

ルンバ
リーダー
氏名
ニックネーム不可

ふりがな ルンバ
パートナー
氏名
ニックネーム　不可

ふりがな

代表者
連絡先

ふりがな　　　　　　　　　　　〒
氏名

電話番号 メールアドレス



＜　二人分一緒に出してください。＞


