
東京都ダンススポーツ連盟所属　ＳＴ各位
東京都ダンススポーツ連盟所属　会員各位

東京都ダンススポーツ連盟
競技システム部長　矢吹和也

◆◆ スクルティニア（採点管理者）規程 ◆◆

（資格の喪失）

（１）第５条に定めるスクルティニアの資格要件を欠くと認められる事実のあるとき
（２）第１０条に定めるスクルティニアの責務を遂行していないと認められるとき
（３）スクルティニアとして不適当と認められる行為のあるとき
（４）第９条第３項に定める資格の抹消が適用されたとき
（５）ＪＤＳＦ会員を退会したとき

◆◆　2022年競技関連規程集　より抜粋　◆◆
※ 2017年競技関連規程集まで遡って確認済み

No.016東京(連)
2022年09月13日

競技システム部主催自主勉強会開催のお知らせ

　時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、東京都ダンススポーツ連盟　競技システム部では、スクルティニアの技術・知識向上や、
新規資格取得のため、自主勉強会を開催いたします。
ＳＴ資格の所有有無に関わらず、競技会開催の事前勉強や復習、資格取得としてご参加ください。
開催内容については、相談可ですので、お気軽にお問い合わせください。

（スクルティニアの資格要件）
第５条 スクルティニアは、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
（１）支援システムの仕組みを充分理解し、適切に運用できること

（１）チェアパーソンの他、大会関係者と緊密な連携を保ち、競技会の円滑な運営を確保するた
　　　め、支援システム運用を、円滑かつ適正に行うよう努めなければならない。

（２）ＪＤＳＦ、ＪＤＳＦブロック又は加盟団体の開催する競技関連講習会、その他の採点管
　　　理に関する諸企画には、積極的に参画しなければならない。

（３）採点管理及び登録管理（昇降級報告）の重要性を認識し、常に自己研鑽、自己啓発に努
　　　めなければならない。

第１２条 ＪＤＳＦは、スクルティニアが次のいずれかに該当したときは、資格を取消すことができる。

（４）選手登録管理システム（昇降級、選手登録その他関係規程）を充分に理解しているこ
　　　と

（２）競技会進行中に発生する支援システム運用にかかわる問題を迅速に判断し、適切に処理
　　　できること

（３）第１号及び前号の項目を円滑かつ適正に行うために必要な統率力、管理指導力、協調性
　　　等の能力を有していること

（スクルティニアの責務）
第１０条 スクルティニアは、次の責務を負うものとする。



◆開催スケジュール

◆その他
・偶数月は、派遣理事会の会場を借りて、午前中に開催します。
・奇数月は、都連事務所を借りて、午後に開催します。
・参加費は、500円です。その他持ち物は申込フォームにてご確認ください。
・未来月は、あくまで予定です。最終的な内容は、申込フォームにてご確認ください。
・参加実績は、東京都ダンススポーツ連盟主催のその他催し物に利用する場合があります。

予めご了承ください。

・競技支援システム　２面運用
　データ作成～当日運用
・その他、質疑応答

・リアルタイム採点システム
　スマホの操作方法
・その他、質疑応答

https://forms.gle/o6EjUgtHtvyT7Mkr9

リアルタイム採点システム取扱説明書
　【 p.3～11、13～17、42～45、47～51 】

リアルタイム採点システム取扱説明書
　【 p.48～69 】

東京都ダンススポーツ連盟
事務所　会議室

2023年02月
18日 (土)
午後 09:30～

未定 派遣理事会と同じ会場
（-----------）

2023年03月
26日 (日)
午前 13:00～

未定 東京都ダンススポーツ連盟
事務所　会議室

2023年01月
22日 (日)
午前 13:00～

未定 東京都ダンススポーツ連盟
事務所　会議室

2023年06月
xx日 (土)
午後 09:30～

未定 派遣理事会と同じ会場
（-----------）

2023年04月
xx日 (土)
午前 09:30～

未定 派遣理事会と同じ会場
（-----------）

2023年05月
xx日 (日)
午前 13:00～

未定

開催場所／申込みフォーム
参加実績（会員番号）

開催日
開催内容

事前学習範囲
・競技会当日の参加確認～結果報告まで
・発生しうるトラブル対応について

2022年09月
25日 (日)
午後 13:00～

競技支援システム取扱説明書
　【 p.18、21、36～60 】
リアルタイム採点システム取扱説明書
　【 p.3～5、8、11～21、23～45、47～69 】

2022年12月
17日 (土)
午前 09:30～

派遣理事会と同じ会場
（新宿スポーツセンター）

https://forms.gle/Vv13KPeBdvuotvJw5

2022年11月
06日 (日)
午後 13:00～

東京都ダンススポーツ連盟
事務所　会議室

2022年10月
15日 (土)
午前 09:30～

・競技会支援システム　当日の環境構築
・その他、質疑応答

競技支援システム取扱説明書
　【 p.18、21、36～60 】
リアルタイム採点システム取扱説明書
　【 p.3～5、8、11～21、23～45、47～69 】



◆開催実績

開催日
開催内容 開催場所／申込みフォーム

参加実績（会員番号）事前学習範囲

2022年01月
22日 (土)
午後 13:00～

・支援システムとリアルタイムシステムの設定
・スマホの操作方法（審査画面に戻す方法）
・支援システムの操作方法

128733 085303 012246 012817
134640 116447 128669

ＣＰ・ＳＴ研修会 規程関連 事前レポート課題
【２３～２５】

138994 010722 122460 023309
056068 010598

010598 011733 093299 029018

・競技会当日の参加確認～結果報告まで（スマホ）
・発生しうるトラブル対応について（スマホ）

025410 128669

・トラブル事例の紹介と対応方法
・ＣＰ・ＳＴ研修会 規程関連 事前レポート課題
・その他、質疑応答

2022年07月
10日 (日)
午後 13:00～

競技支援システム取扱説明書
　【 p.18、21、36～60 】
リアルタイム採点システム取扱説明書

122460 115896 124618 115334

124618

特になし

128669

2022年03月
21日 (月祝)
午後 13:00～

・競技会開催前の競技データ作成～事前送付まで
・事前データ作成に関する書類について
・その他、質疑応答

136347 116447 134640 116398
029018 116394 128669 089978

競技支援システム取扱説明書
　【 p.16～35 】

128733 108776 124618 011733

2022年04月
16日 (土)
午前 09:30～

・スクルティニア試験対策、復習
・その他、質疑応答

010598 011733 115334 115896
116394 116398 122460 128669

2022年競技関連規程集
　【 p.1～16、28、29、58～60 】

2022年05月
22日 (日)
午後 13:00～

・競技会当日の参加確認～結果報告まで（紙）
・発生しうるトラブル対応について（紙）

012467 010598 116394 115334
129645 129619 116447 129700

競技支援システム取扱説明書
　【 p.18、21、36～60 】

140946 128669 129680 137873
023309 012817 129706

2022年06月
18日 (土)
午前 09:30～

・スクルティニア試験対策、復習
・その他、質疑応答

2022年08月
20日 (土)
午前 09:30～

010598 116394 025410 011733
085303 124618 115334 115896

2022年競技関連規程集
　【 p.1～16、28、29、58～60 】

010722 109388 116398


