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                                         JDSF（普及）１９－０３   

                           ２０１９年  ５月  ７日 

各加盟団体代表者各位 

（ブロック運営委員長 CC） 

 

                        公益社団法人日本ダンススポーツ連盟 

普及本部長   中  道  俊  之 

技術認定部長  古  川  靖  人  

 

 

公認技術認定員の資格更新手続について 

 

時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は、技術認定部の活動に多大なご協力とご支援をいただき厚くお礼申し上げます。 

さて、公認技術認定員の資格が２０２０年３月３１日で満了致します。 

つきましては、２０２０年３月末日までに別紙「推薦書」にて、更新手続を済ませていた

だくようご案内致します。 

なお、更新手続及び資格の効力については下記をご参照下さい。 

  

記 

 

・ Ａ級公認技術認定員は、会員資格、公認指導員資格更新の有無、Ａ級公認技術認

定員資格更新研修会受講の有無について確認のこと。 

・ Ｂ級公認技術認定員は、会員資格、公認指導員資格更新の有無について確認のこ

と。なお、新規申請についても更新申請と同時に行うことを推奨すること。 

・ ２０２０年４月度の業務執行理事会で更新手続を確定するので、それまでの期間は従

来の資格が有効となること。 

・ 年度内に更新申請がなかった場合は、改めて新規の推薦手続が必要となり、２０２０

年４月度の業務執行理事会以降資格は無効となること。 

 

【Ａ級資格更新研修会受講について】 

Ａ級資格更新研修会の種類として、東京オープン、三笠宮杯大会時のコングレス、

各都道府県で実施する更新研修会等でありますが、特に地域の県団体に於いては

更新研修会を独自に開催するには負担が大きく、前記の東京でのイベントに参加

するにはかなりの負担となっております。技術認定員は指導員資格保持が最優先

の条件であることから、その負担軽減策として、指導員研修会で、技術認定に関

連する内容（実技を含む）が入っていれば技術認定更新研修会受講とみなすこと

としております。 

その際、「Ａ級資格更新研修会併催」とし、シラバスを事前に技術認定部宛てお

送りいただくよう宜しくお願い致します。 

技術認定に関連する内容としては、技術認定に関する説明はもとより、ＷＤＳＦ

教本の説明、そのＤＶＤの実技、ドリームステージの実技等で、時間は問いませ

ん。 

 

問合せ先： 
（メールの場合） nintei@jdsf.or.jp  JDSF 技術認定部 

    （ＦＡＸの場合） 03-6457-1857   JDSF 技術認定部 



添付資料　３

○　これまでの技術認定会開催実績（スタンダード）　：　G１　　　回　（修了者　　　　　名）　、　G２　　　回　（修了者　　　　名）　、　その他　　　　回　（修了者　　　　名）

○　2020年度以降の認定会開催計画（スタンダード）  　：　G１　　　回　（直近の予定：　　　　　年　　　月）　、　G２　　　回　（直近の予定：　　　　　年　　　月）

例 XX1234 認定太郎 ニンテイ　タロウ 有 男 競 Ａ 有 有 有 有

1 有　・　無 男・女 普　・　競 Ａ ・Ｂ ・C 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

2 有　・　無 男・女 普　・　競 Ａ ・Ｂ ・C 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

3 有　・　無 男・女 普　・　競 Ａ ・Ｂ ・C 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

4 有　・　無 男・女 普　・　競 Ａ ・Ｂ ・C 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

5 有　・　無 男・女 普　・　競 Ａ ・Ｂ ・C 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

6 有　・　無 男・女 普　・　競 Ａ ・Ｂ ・C 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

7 有　・　無 男・女 普　・　競 Ａ ・Ｂ ・C 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

8 有　・　無 男・女 普　・　競 Ａ ・Ｂ ・C 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

9 有　・　無 男・女 普　・　競 Ａ ・Ｂ ・C 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

10 有　・　無 男・女 普　・　競 Ａ ・Ｂ ・C 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

11 有　・　無 男・女 普　・　競 Ａ ・Ｂ ・C 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

12 有　・　無 男・女 普　・　競 Ａ ・Ｂ ・C 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

13 有　・　無 男・女 普　・　競 Ａ ・Ｂ ・C 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

14 有　・　無 男・女 普　・　競 Ａ ・Ｂ ・C 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

15 有　・　無 男・女 普　・　競 Ａ ・Ｂ ・C 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

16 有　・　無 男・女 普　・　競 Ａ ・Ｂ ・C 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

17 有　・　無 男・女 普　・　競 Ａ ・Ｂ ・C 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

18 有　・　無 男・女 普　・　競 Ａ ・Ｂ ・C 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

19 有　・　無 男・女 普　・　競 Ａ ・Ｂ ・C 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

20 有　・　無 男・女 普　・　競 Ａ ・Ｂ ・C 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

※　A級公認技術認定員として認定されますと、個人名と所属がＪＤＳＦホームページ等に記載されることを予めご承知おき下さい。

サークル指導の有無指導員資格 級
技術認定会運営従事

の経験の有無

技術認定員の

経験の有無

Ａ級技術認定員更

新

研修会受講の有無

2020年A級公認技術認定員推薦書（提出用）

会員番号 氏　　　　　名 フリガナ 性別

加盟団体名　：　　　　　　　　　　　ダンススポーツ連盟

作成日：　　　　　年　　　　月　　　　日

各種講習会での講師

の経験の有無



添付資料　３

○　これまでの技術認定会開催実績（スタンダード）　：　G１　　　回　（修了者　　　　　名）　、　G２　　　回　（修了者　　　　名）　、　その他　　　　回　（修了者　　　　名）

○　2020年度以降の認定会開催計画（スタンダード）  　：　G１　　　回　（直近の予定：　　　　　年　　　月）　、　G２　　　回　（直近の予定：　　　　　年　　　月）

例 XX1234 認定太郎 ニンテイ　タロウ 有 男 競 Ａ 有 有 有 有

1 有　・　無 男・女 普　・　競 Ａ ・Ｂ ・C 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

2 有　・　無 男・女 普　・　競 Ａ ・Ｂ ・C 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

3 有　・　無 男・女 普　・　競 Ａ ・Ｂ ・C 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

4 有　・　無 男・女 普　・　競 Ａ ・Ｂ ・C 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

5 有　・　無 男・女 普　・　競 Ａ ・Ｂ ・C 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

6 有　・　無 男・女 普　・　競 Ａ ・Ｂ ・C 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

7 有　・　無 男・女 普　・　競 Ａ ・Ｂ ・C 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

8 有　・　無 男・女 普　・　競 Ａ ・Ｂ ・C 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

9 有　・　無 男・女 普　・　競 Ａ ・Ｂ ・C 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

10 有　・　無 男・女 普　・　競 Ａ ・Ｂ ・C 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

11 有　・　無 男・女 普　・　競 Ａ ・Ｂ ・C 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

12 有　・　無 男・女 普　・　競 Ａ ・Ｂ ・C 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

13 有　・　無 男・女 普　・　競 Ａ ・Ｂ ・C 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

14 有　・　無 男・女 普　・　競 Ａ ・Ｂ ・C 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

15 有　・　無 男・女 普　・　競 Ａ ・Ｂ ・C 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

16 有　・　無 男・女 普　・　競 Ａ ・Ｂ ・C 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

17 有　・　無 男・女 普　・　競 Ａ ・Ｂ ・C 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

18 有　・　無 男・女 普　・　競 Ａ ・Ｂ ・C 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

19 有　・　無 男・女 普　・　競 Ａ ・Ｂ ・C 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

20 有　・　無 男・女 普　・　競 Ａ ・Ｂ ・C 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

※　A級公認技術認定員として認定されますと、個人名と所属がＪＤＳＦホームページ等に記載されることを予めご承知おき下さい。

指導員資格 級
技術認定員の

経験の有無

技術認定会運営従事

の経験の有無

各種講習会での講師

の経験の有無
サークル指導の有無

2020年A級公認技術認定員推薦書（提出用）

加盟団体名　：　　　　　　　　　　　ダンススポーツ連盟

作成日：　　　　　年　　　　月　　　　日

会員番号 氏　　　　　名 フリガナ
Ａ級技術認定員更

新

研修会受講の有無

性別


