JDSF 通信

12月
December

12月22日(日) 開催の12月度業務執行理事会の概要についてお知らせします。

2020年3月24日(火)より

第5回JDSF-PD資格試験を実施いたします。
講 習 会
PD２
スタンダード

【日 時】 2020年3月24日（火）10:00 ～ 17:00（受付9:30）

PD２
ラテン

【日 時】 2020年3月25日（水）10:00 ～ 17:00（受付9:30）

【会 場】 ＪＤＳＦ ダンススポーツトレーニングセンター（ＤＴＣ）

【会 場】 ＪＤＳＦ ダンススポーツトレーニングセンター（ＤＴＣ）

※PD２スタンダード及びPD２ラテンの資格試験は同日開催ですが、受験できるのは片方のみとなります。
※資格の付与はスタンダード及びラテンを両方合格した時点です。

試

験

【日

時】 2020年5月27日（水） 10:00 ～ 17:00予定（受付9:30）

【会

場】 ＪＤＳＦ ダンススポーツトレーニングセンター（ＤＴＣ）
試験は 「筆記」・「実技」及び「実務」となります。
申込受付後に送付する「手引き」にて事前学習をして下さい。

【受験費用】 スタンダード／ラテン 各30,000円 ※いずれも講習会費用を含む

募集人員

PD2スタンダード ／ PD2ラテン 各15名

※詳細は別添をご覧ください。
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競技本部
公認競技会への未登録選手出場の基本方針について
内閣府から「国民に開かれた競技会」を求められており、当団体においても未登録選手の出場枠を広げ、
競技ダンス人口の増加を推進していきます。

2020年

三笠宮杯および最終選考会において未登録選手でもエントリー可とする方向で検討。
※但し、派遣・昇級の対象外

2021年

公認一般Ａ級戦にも未登録選手が出場できるよう門戸を広げることにします。
●未登録選手のエントリー手続き料はどちらか片方でも、2,000円～5,000円程度の
事務手数料を加算。
●年齢制限のある競技会は、年齢の判る証明書を添付させることにします。
なお、カップル両方が選手登録後のみ昇降級対象とします。

現在、３級戦のみで認めている同性同士カップルも
公認競技会に出場できるよう、規程の改訂を検討していくこととしました。
例えば・・・
〔同性同士カップルの公認競技会出場を認めていく場合の選手登録方法〕
男性役、女性役それぞれで選手登録をして昇降級管理する
※登録選手＝別性で未登録選手として昇降級対象とする等、
システムでの対応の是非を含めてさらに検討していきます。

新審判基準委員会
2020年ダンススポーツグランプリ・ソロ種目および競技順について
2020年のダンススポーツグランプリ・三笠宮杯における決勝のソロ種目と競技順については、
以下の通りとすることにしました。 審判方式:絶対評価審判方式

Latin
1
2
3
4
5

SAMBA Solo
CHA CHA CHA Group
PASO DOBLE Group
RUMBA Solo
JIVE Group

演奏時間
サンバ ソロ競技
チャチャチャ グループ競技
パソ・ドブレ グループ競技
ルンバ ソロ競技
ジャイブ グループ競技

Standard
1
2
3
4
5

WALTZ Solo
VIENNESE WALTZ Group
SLOW FOXTROT Group
TANGO Solo
QUICKSTEP Group

First Stepから1分15秒
1分45秒
第3ハイライト
First Stepから1分15秒
1分45秒
演奏時間

ワルツ ソロ競技
ヴィエニーズ・ワルツ グループ競技
スロー・フォックストロット グループ競技
タンゴ ソロ競技
クイックステップ グループ競技

First Stepから1分15秒
1分45秒
1分45秒
First Stepから1分15秒
1分45秒

※なお、2019年2月に発表した「絶対評価審判方式実施規程」についての変更はありません。

2

広報部
2020年元日、番組放映のお知らせ !!
㈱テレビ朝日のバラエティー番組『芸能人格付けチェック』の番組内で、
社交ダンスの企画が放映されることになりました。なお、この企画放映
にあたり番組制作会社からJDSFに対し社交ダンスの紹介等の素材として第38回三笠宮杯の映像を
使用したいとの話がありましたので素材を提供しました。
■番 組 名

『芸能人格付けチェック』 2020お正月スペシャル

■放映時間

2020年1月1日(水) 17:00～21:00

■番組収録

2019/11/16(土)～11/17(日) 世田谷砧 東京メディアシティ

ABCテレビ・テレビ朝日系列全国ネット

番組サイトはこちら!!
URL https://www.asahi.co.jp/kakuzuke/

一流芸能人たちがチームを組み、
味覚や音感などジャンルの格付けチェックに挑戦
間違える度に一流→普通→二流→三流→そっくりさん、
そして最後には映す価値ナシ!と画面から消滅までしてしまう

格付けランク変動番組

▲番組HPより

JDSF事務局より
12/16（月）に開催された
スポーツ団体ガバナンスコード適合性審査に関する説明会の概要報告
１．加盟中央競技団体（NF）に対する統括3団体（日本スポーツ協会：JSPO、
日本オリンピック委員会：JOC、日本障害者スポーツ協会：JPSA）による審査を2020年度より
4年に１回実施する。2020年度に実施する約30団体については、2019年12月中に公表する。
２．NFは、年に一度自己説明を7月末までに自らのHPに公表し、自己説明及び公表の完了を統括
団体へ報告する。
３．当該年度に調査対象となったNFは、予備調査チームへ審査書類を提出し（6～7月）、
ヒアリングを受けるなど、予備調査チームからの指摘に対して対応する（８～9月）。
４．関連事項として、国体（国スポ）第4期(2027年～2030年)実施競技選定における選定基準
の中の正式競技の基礎的条件（※）の（3）項として、新たに「スポーツ団体ガバナンスコード」
の遵守状況の自己説明及び公表を実施していることが加えられた。
基礎的条件に追加

【正式競技の基礎的条件】
※ （１） JSPOの（正）加盟団体の競技であること。
（２） 47都道府県に中央競技団体支部組織があり、47都道府県体育・スポーツ協会に加盟していること。
（４） 国内外における競技の位置づけとして、次のア、イのいずれかに該当する競技であること。(以下、省略)
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第 5 回 JDSF-PD 資格試験
試験区分

PD2 スタンダード・PD2 ラテン資格試験 （同時受験不可）

講習日程

講習会

3 月 24 日(火) スタンダード

試験日程

試験

5 月 27 日(水)

25 日(水) ラテン

ＪＤＳＦダンススポーツトレーニングセンター（ＤＴＣ）
講習・試験会場
〒135-0063
申し込み・締切日

東京都江東区有明 3-4-2

有明センタービル 1 階

2 月 21 日(金)
受験申込書に必要事項を記入の上、

申し込み・問い合わせ
JDSF-PD 事務局事務センターまで FAX 又はメールにてお申し込み下さい。

JDSF-PD 事務局事務センター （担当：竹島）
FAX

試験内容

０３－６４５７－１８４７

E-mail

yumiko.takeshima.jdsf@gmail.com

「筆記」・「実技」及び「実務」

※ダンススポーツ教本並びに申込受付後に送付する
「手引き」にて事前学習をして下さい。

【ダンススポーツ教本】

【教本 DVD】

【PD 資格体系】 ２０１８年度より JDSF-PD 資格試験が始まりました。
～WDSF 教本に基づいた PD 資格試験制度です～
＊JDSF-PD 審判員資格取得には、PD 資格が必須です。
＊PD2 試験は、PD3 の方の昇級試験です。
＊PD2 スタンダード及び PD2 ラテンの資格試験は同日併催ですが、受験できるのは片方のみです。
＊資格の付与は PD2 スタンダード、PD2 ラテン両区分合格した時点となります。

ＪＤＳＦ－ＰＤとは、演技や指導、高度なダンス技術と専門的知識を認定された有資格者が社会的普及活動を行う部門です。

〒135-0063
東京都江東区有明 3-4-2

有明センタービル 1 階

2019 年度 PD２スタンダード及び PD２ラテン資格取得のための講習会・試験のご案内
≪講習会≫
【PD２スタンダード】
日 時 2020 年 3 月 24 日（火） 10:00 ～ 17:00（受付 9:30）
会

場 ＪＤＳＦ ダンススポーツトレーニングセンター（ＤＴＣ）

【PD２ラテン】
日

時 2020 年 3 月 25 日（水） 10:00 ～ 17:00（受付 9:30）

会 場 ＪＤＳＦ ダンススポーツトレーニングセンター（ＤＴＣ）
※PD２スタンダード及び PD２ラテンの資格試験は同日開催ですが、受験できるのは片方のみです。
※資格の付与は PD２スタンダード、PD２ラテン両区分合格した時点となります。
≪試 験≫
日 時 2020 年 5 月 27 日（水） 10:00 ～ 17:00 予定（受付 9:30）
会 場 ＪＤＳＦ ダンススポーツトレーニングセンター（ＤＴＣ）
試 験 「筆記」
・
「実技」及び「実務」
申込受付後に送付する「手引き」にて事前学習をして下さい。
【受験費用】「PD２スタンダード受験料」30,000 円

「PD２ラテン受験料」30,000 円

（いずれも講習会費用を含む）
【募集人員】PD２スタンダード、PD2 ラテン各 15 名
※PD２スタンダード及び PD２ラテンの資格試験は同日開催ですが、受験できるのは片方のみです。
【受験資格】18 歳以上の方はどなたでも受験できます。
（18 歳未満でも準 PD 登録があれば受験可。ただし資格付与は満 18 歳に達した時点。
）
「PD2 受験資格」
PD3 資格をお持ちの方及びこれと同等と認められる方は受験できます。
※講習会を受講しないと受験資格は得られませんのでご注意下さい。
（早退、遅刻不可）
※ダンスができる服装及び筆記用具をご用意下さい。
【募集期間】2020 年 2 月 20 日（木）まで
≪申込方法≫下の欄に必要事項を記入の上、PD 事務局事務センターまで
お申し込み下さい。申し込みをされた方には、後日詳細をお知らせ致します。
≪申込先≫ 〒135-0063
東京都江東区有明 3-4-2 有明センタービル 1 階
PD 事務局事務センター(担当:竹島)
E-mail: yumiko.takeshima.jdsf@gmail.com
Fax : 03-6457-1847
【PD2 スタンダード、PD２ラテン共通、受験申込書】
受験希望の区分に〇を記入して下さい→
フリガナ
氏

名

PD２スタンダード

・

Ｅメールアドレス
電話番号

PD２ラテン
＠

―

－

