
併催 ジュニア競技会

日 時 2021年7月4日(日) 9時30分～17時30分
場 所 高松市総合体育館 第2競技場

香川県高松市福岡町四丁目３６番１号 TEL ０８７−８２２-０２１１
主 催 香川県ボールルームダンス連盟
後 援 ( 予 ) 香川県 香川県教育委員会 高松市 高松市教育委員会 

公益財団法人 香川県スポーツ協会
四国新聞社 西日本放送株式会社

種 目

非公式戦です。詳しくは大会事務局にお問い合わせください。
(W)･(T)･(Q)･(C)･(S)･(R)

服装規定 スタンダード 男子は正装、女子は自由
ラテンアメリカン 男女とも自由

出場申込 申込締切 2021年6月4日（金）
プロ選手 … 06-6608-2815、もしくはwebエントリー
アマ選手 … 06-6608-2813、または06-6608-2814

進行予定 第1ピリオド    9:30 開始予定
アマD、C級スタンダード
第2ピリオド
アマB、A級スタンダード、プロラテンアメリカンオープン
第3ピリオド
アマC、B、A級ラテンアメリカン、プロスタンダードオープン

第42回 四国ダンス競技香川大会

フィガー規定、服装規定はジュブナイル規定を用います。

 ジュニア競技会

※本大会は新型コロナウイルス感染予防のための可能な限りの対策の下開催する予定にしてお
りますが、状況により、直前の中止もありますことをご了承ください。

新型コロナウイルス感染防止のため、ピリオド終了ごとに換気と控室の入れ替えをいたします
ので、ご協力願います。また、控室の指定を行いますので、ご協力願います。

スタンダード ラテンアメリカン スタンダード ラテンアメリカン

OPEN 
W・T・F・Q

(準決勝よりVW)
C・S・R・P

(準決勝よりJ)

A級 W・T・F・Q C・S・R・P

B級 W・F S・R

C級 W・T Ｃ・R

D級 (W),(T),単科別

プロフェッショナル アマチュア



※新型コロナウイルス感染拡大防止ガイドライン
香川県ボールルームダンス連盟では大会運営に当たり新型コロナウイルス感染拡大防止の観点
から参加者全員の安全、健康を第一に考え、原則下記のガイドラインに沿い進めて参ります。
【当日大会に参加する全ての方へのお願い】
① 以下の事項に該当する場合は参加の見合わせをお願い致します。
・体調がよくない場合（発熱・咳・頭痛等の症状のある場合）
・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合
・過去１４日以内に政府からの入国制限のある地域へ渡航または当該在住者と濃厚接触がある
場合
② 不織布マスクを持参し、常時着用してください。
③ こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施願います。
④ マスクをしていても、大会中に大きな声で会話をなさらないでください。また、応援される
ときは、声援ではなく心のこもった拍手や周囲の邪魔にならない範囲のボード等でお願いいた
します。
⑤ 感染防止のため主催者が決めた措置の遵守、また主催者の指示に従ってください。お聞きい
ただけない場合、退出いただくことがあります。
⑥ 大会終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、 主催者に対して速
やかに濃厚接触者の有無等について報告願います。
⑦事前にお配りするチェックシートにご記入のうえ、受付にて提出をお願いいたします。
【大会当日の受付での対応】
① 手指消毒剤を設置いたします
② 入場者全員、非接触型体温計で検温いたします。 発熱や咽頭痛がある方は入場をお断りし
ます。
③ 受付を行うスタッフは不織布マスクを着用いたします。
【選手へのお願い】
① 当日控室は人数制限を設けますので係員の誘導に従ってください。
② 控室ではマスク着用であっても、大声での会話はお控えください。
③ カップル間であってもタオルの共用、ドリンクの回し飲みはおやめください。
④ 会場内での食事はなるべくお控えください。控室、競技場内での食事は禁止です。複数セク
ションにご出場で滞在時間の⾧い方に関しましては、体育館の定めた所定の位置で、会話せず
に食事してください。
⑤ 競技中は、不織布マスクまたは不織布マスク相当以上のマスクの着用をお願いします。
⑥ フロア上での位置取りの際はできるだけ他のカップルとの間隔を開けてください。
⑦ 競技終了後は速やかに着替え、控室からの退出をお願いします。
⑧ 会場内での他のカップルとの握手、ハグなどをお控えください。
⑨ ゴミ等は各自で責任を持ち、全てお持ち帰りください。
⑩ 大会終了後の打ち上げはご遠慮ください。
⑪ エントリー受付は指定された時間以外は受け付けませんのでご注意ください。
【その他】
① 役員、審査員も終日マスクの着用をいたします。
② 当日、ドアノブ等接触が多いと思われる箇所を定期的に消毒いたします。
③ できるだけ密にならないようなタイムテーブルの作成、ヒート組をいたします。



駐車場案内    
  第１駐車場  収容台数 １３４台  
  第２駐車場  収容台数  ９０台
  身障者用駐車場       ２台
   
 駐車料金
使用時間区分 普通自動車 バス
２時間まで 無 料 （認証印必要）
２時間～７時間 ３４０円 １,７３０円
７時間超え ６８０円 １,７３０円
２時間までの利用の方は、必ず受付で来館証明を受けてください。
額面３４０円券１１枚組の回数駐車券を３,４００円で販売しております。

  第２駐車場は、車高２.１ｍ以上の車輌は入庫できません。
 体育館駐車場以外の駐車はご遠慮ください。

【大会事務局】
香川県ボールルームダンス連盟 事務局
〒760-0062 香川県高松市塩上町1−6−5 パレスダンス教室内
TEL＆FAX 087-831-8683    E-mail  jbdf-kagawa-ken@mb.pikara.ne.jp

※直近になり、本県及び西部日本ボールルームダンス連盟各府県の感染状況により、ガイドラ
インは適宜変更があるかもしれません。必ずお知らせいたしますので、新しいガイドラインに
従って行動してください。

※会場の駐車場は下記の案内通りです。同施設内で他の競技も行われておりますので、なるべ
く公共交通機関をご利用ください。

※健康管理及び不慮の事故について 事前及び大会当日の健康管理については自己責任で行い、
十分留意して参加してください。 万一、大会当日は不慮の事故に負傷や疾病等が発生した場合
は、医療機関への連絡及び応急 処置の対応は行いますが、それ以後の責任は負いませんので、
予めご了承ください



ご来場のすべての皆様へ
① 

② 観戦に関しましては、当日申し込みの入場は一切できません。
席数限定で、後援会席のご用意がありますので、JBDF所属教室にてお尋ねください。

③

④

選手の皆様へ
① 

②

③

④

⑤

香川県ボールルームダンス連盟

競技終了後は競技フロアー内でおとどまりいただくことができません。終了後の観戦を
希望される方は、上記の後援会席をお求め頂くか、選手席(数量限定)をお求めくださ
い。選手席は大会事務局、または当日出展業者様にて承りますが、数量に限りがあるた
め、当日に残席の保証はございません。

控室は3つのピリオドに分けて、入れ替えを行います。後の選手が入れませんので、競技
終了後は速やかに着替えを済ませ、全面的に場所を空けてください。

第42回四国ダンス競技香川大会 シラバス追加事項

新型コロナウイルス下、しかも熱中症の危険もある季節のダンス競技会を、感染拡大地域で
はない香川県で、安心安全に行うためには、皆様のご協力が必要不可欠です。どうぞ、私達
にお力をお貸しください。

会場内でのドライヤーのご使用はお控えください。(冷房、扇風機等に加えてドライヤー
を使用するとブレーカーが落ちる危険性があるため)

全てのご来場者は別紙「新型コロナウイルス感染防止並びに熱中症防止のための健康
チェック表」をご熟読の上、すべての項目にご記載いただき、大会当日の受付にご提出
願います。

マスクに関しましては、前回のシラバス通りです。明らかに異なったマスクを着用され
ている場合に備え、主催者で予備のご用意があります。熱中症予防対策として「冷房完
備、試合のインターバルを取る、大会専用AＥDの設置、医師の常駐、扇風機の設置、1
曲の短縮、給水の呼びかけ」を実施いたします。

また、座席以外の場所で立ってご覧になることは、感染予防の観点からお断りいたしま
す。
駐車場が狭いため、公共交通機関でのご来場をお薦めいたしますが、駐車場満車に備え
て、イオン高松東様の駐車場をお借りすることになりました。会場より北西約1kmの所
にあります。立体駐車場の3階以上をご好意でお貸しくださいますので、必ずマナーを
守ってご使用ください。
観客の皆様と選手の皆様は入場口を分けてあります。密を避けるために、必ずお守りく
ださい。

控室は3つのエリアに分かれており、それぞれお使いいただく区分が決まっております。
役員の指示に従い、定められた控室をお使いいただきますようお願いいたします。



来場者全員の安全確保のための健康チェック表にご協力願います。
内容をご熟読の上、全ての項目にご記入の上、大会当日の受付にご提出ください。

下記事項について、全てのご来場者の遵守をお願い申し上げます。
①以下の事項に当てはまる方は、ご来場を見合わせていただきますようお願いいたします。
1.体調がよくない場合(発熱・咳等の風邪症状、倦怠感等の不調、味覚嗅覚異常など)
2.同居家族、や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合
3.新型コロナウイルス陽性となった方の濃厚接触者である場合
4.過去14日間の間に海外渡航、あるいは海外在住者との濃厚接触がある場合

②不織布マスクを必ずご持参のうえ、着用してください。競技中もマスク着用とします。
③こまめな手洗いやアルコールによる手指消毒をお願いします。
④他の来場者との距離を確保するよう心掛けてください。
⑤大声での会話や応援はご遠慮ください。マスク越しであっても会話はなるべくお控えください。

⑧選手控室には、本日ご出場の選手以外はどなたもお入りいただけません。

氏名(自著)
〒

住所 電話番号
□関係者(企業名               )
□一般観戦者 □審査員 □スタッフ(      )

参加区分(該当に□) □参加選手 □大会役員
裏面に続く

新型コロナウイルス感染防止並びに熱中症防止のための健康チェック表

遵 守 事 項

5.過去14日間の間に、新型コロナウイルス感染のクラスターが発生した場所を訪問、または当人との濃厚接触
がある場合

⑥競技終了後は、会場内にて立ったまま観戦していただくことができません。直ちに競技会場から退出、着替
えを済ませて控室をあけてください。選手席をお求め頂いた方は、控室をあけた後、座席にてご観戦いただけ
ます。

⑦ごみは各自でお持ち帰りください。忘れ物がありましても、感染予防の観点からすべて廃棄となりますこと
を予めご了承ください。

⑨夏の競技会ですので、熱中症にならないよう、こまめな水分補給、人のいないところでマスクをはずす、無
理をしないことをお約束ください。

⑩気分がすぐれなくなった場合は、すぐにお申し出ください。競技中に体調不良を感じた時は、決して無理を
せず、競技を中止してお申し出ください。

⑪飲食は定められた場所でのみ行えます。給水は競技会場内や控室でも行えますが、液体が床にこぼれないよ
うに、各人で管理してください。

⑫競技会終了後2週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合には、主催者に対して速やかに濃厚接
触者の有無も含めてご報告ください。
私は上記事項を遵守し、新型コロナウイルス感染防止および熱中症対策のために、主催者が定めた措置及び指
示に従うことに同意します。

2021年7月4日



①平熱を超える発熱(概ね37.5度以上)がある □はい □いいえ
②咳・のどの痛みなど風邪症状がある □はい □いいえ
③だるさ(倦怠感)、息苦しさがある(呼吸困難) □はい □いいえ
④嗅覚や味覚の異常がある □はい □いいえ
⑤体が重く感じる、疲れやすい等の症状がある □はい □いいえ
⑥同居家族、や身近な知人に感染が疑われる方がいる □はい □いいえ
⑦新型コロナウイルス陽性となった方の濃厚接触者である □はい □いいえ
⑧過去14日間の間に海外渡航、あるいは海外在住者との濃厚接触がある □はい □いいえ

□はい □いいえ

第42回四国ダンス競技香川大会
(香川県ボールルームダンス連盟)

※ 必ず表面もご覧の上、ご記入ください。

本日の健康状況(チェックシート)

⑨過去14日間の間に、新型コロナウイルス感染のクラスターが発生した場所を訪問、ま
たは当人との濃厚接触がある

この情報は、来場者に新型コロナウイルス感染者が発生した場合において、保健所や公的機関等へ情報提供す
ること目的として使用します。預かった情報は、主催者が責任をもって厳重に保管し、目的以外には使用しま
せん。大会終了後から１か月保管した後､責任をもって破棄します。


