
 競技関係資料 B01 

令和２年以降の東北ブロックにおける競技資格講習会・研修会 

① チェアパーソン（競技長）、スクルティニア（採点管理者）の講習会・研修会開催の主催者は、本部、
ブロック及び加盟団体（都道府県連盟）に限る。

② 講習会研修会のＪＤＳＦ予算は、本部及びブロック主催に限る。各ブロックは、チェアパーソン（競
技長）、スクルティニア（採点管理者）の２つの資格のうち、希望する１つの資格についてＪＤＳＦ予
算により、年に１回講習会又は研修会を開催することができる。

③ 資格更新のため、各ブロック及び都道府県連盟は、地域委任講師によるテキスト研修会を積極的に開
催するよう奨励する。すべての講習会・研修会を全国広報し受講の機会を与える。県連主催のテキス
ト研修会も同様。地域委任講師をした場合は、受講扱いとする。受講者名簿の様式が H29 に変更にな
っているので要注意。

④ 競技資格研修会・講習会を実施した際は研修・講習会の実施状況・質問回答を期したレポートを提出
する。

⑤ 受講者は事前課題レポートあり、スクルティニアの１枚目のみ本部提出する。課題レポートは JDSF

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからダウンロードする。

○ 本部予算による講習会・研修会（平成 30～令和 3年度）

競技資格 チェアパーソン 

（競技長） 

スクルティニア 

（採点管理者） 

年 H30 R1 R2 R3 H30 R1 R2 R3 

開催県 宮城 募集 山形 募集 

平成 30年 8月 5日、スクルティニア講習会（山形県） 受験者 9名、更新者 3名 
令和 1年 6月 15日、チェアパーソン講習会（宮城県） 受験者 3名、 
令和 2年 4月～令和 3 年 3月、スクルティニア講習会（開催希望県を募集中） 
令和 3年 4月～令和 4 年 3月、チェアパーソン講習会（開催希望県を募集中） 
※ ブロック主催で収支は全額本部に帰属する。 

○ 県連独自予算による県連盟主催ﾃｷｽﾄ研修会（平成 30～令和 3年度）各県にて独自計画

開催を予定している県はブロック報告し、3 か月前に本部申請するため、ブロック担当部長へ

の提出は原則４か月前とする。

競技資格 チェアパーソン 

（競技長） 

スクルティニア 

（採点管理者） 

年 H30 R1 R2 R3 H30 30 31 32 

開催県 宮 

青 

宮 宮 宮 宮 宮 宮 宮 

※ 平成 30年 8月 19日、チェアパーソン研修会（青森）  受講者 9名 
※ 令和 1年以降、両資格合同研修を東北ブロック運営会議(1月 or2月)翌日毎年開催（宮城） 
※ 講師は地域委任講師。 

○ 平成 28年より、未受講者救済措置としてレポート提出を実施。
締切日 12月上旬、手続料：3,000 円、直筆での提出のみ。ワープロ不可。 

＜参考＞地域委任講師 

チェアパーソン（競技長） スクルティニア（採点管理長） 

中道俊之（岩手県） 堀江隆久（岩手県） 

伊藤富雄（岩手県） 奈良孝行（宮城県） 

村上喜一郎（宮城県） 平井剛秋（山形県） 

富樫眞啓（山形県） 武藤新一（福島県） 

野路康雄（福島県） 

・昨年 2 月の建国記念日前後の土日に地域委任講師本部研修会予定 12:00～17:30 DTC 



普及部資料-C01

講習会・研修会 開催日 開催地 机上講師 実技講師 摘要 参加

第１回指導員新規養成講習会 開催なし
第１回指導員新規資格試験 開催なし

第１回指導員新規養成講習会
第１回指導員新規資格試験

第１回指導員Ｂ級昇級講習会 開催なし
第１回指導員Ｂ級昇級資格試験 開催なし
第１回指導員Ｂ級昇級講習会

第１回指導員Ｂ級昇級資格試験

2019年第1回A・B・Ｃ級指導員 2019年1月13日 宮城県 村上喜一郎（JDSFの現状) 村上喜一郎・林映子（ＨＧ４・W踊り方と指導のﾎﾟｲﾝﾄ）

更新研修会　 (日） 山元町中央公民館 山元消防署（心肺蘇生法） 南舘盛雄・金野有希子（ＨＧ4・R踊り方と指導のポイント）

2019年第2回A・B・Ｃ級指導員 2019年2月17日 福島県 熊谷義昭（JDSFの現状） 熊谷義昭・熊谷正子（スタンダードHG4SF・HG3Tの指導法） 

更新研修会　 (日） 飯坂学習センター 古川　勲(技術認定員の責務と実施) 古川勲・鈴木陽子（ラテンHG4S・HG2Cの指導法）

2019年第3回A・B・Ｃ級指導員 2019年5月19日 青森県 中道俊之（ＪＤＳＦの現状） 栗田良実・栗田幸子（スタンダード）技術認定G5.G6、ﾄﾞﾘｰﾑｽﾃｰｼﾞ　

更新研修会　 (日） アピオあおもり 中道俊之・中道和子（ラテン)技術認定G5.G6、ﾄﾞﾘｰﾑｽﾃｰｼﾞ、ﾜｰﾙﾄﾞﾀﾞﾝｽ

2019年第5回A・B・Ｃ級指導員 2019年7月14日 岩手県 中道俊之（ＪＤＳＦの現状） 栗田良実・栗田幸子（スタンダード）　内容は未定

更新研修会　 (日） 花巻市（まなび学園） 「指導員Ｑ＆Ａ、求められる指導員」ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 中道俊之・中道和子（ラテン)　　　　　内容は未定

2019年第4回A・B・Ｃ級指導員 2019年7月21日 山形県南陽市 池田秀雄「JDSF の現状と公認指導員の役割」 平井剛秋・平井夏（技術認定ラテン指導のポイント）

更新研修会　 (日） 勤労者総合福祉ｾﾝﾀｰ(ﾜﾄﾜｾﾝﾀｰ南陽） [出来る！対話術」　スポーツコミュニケーション入門 菅野忠司・安藤登美子（技術認定スタンダード指導のポイント）

2020年第1回A・B・Ｃ級指導員 2020年1月5日 宮城県仙台市 村上喜一郎（JDSFの現状) 村上喜一郎・林映子（ﾄﾞﾘｰﾑｽﾃｰｼﾞ W or T）

更新研修会　 (日） 市民会館(ﾄｰｸﾈｯﾄﾎｰﾙ仙台) 中道俊之（風営法の改正、指導員のあるべき姿ワークショップ） 中道俊之・中道和子（ﾄﾞﾘｰﾑｽﾃｰｼﾞ C or R)

2020年第2回A・B・Ｃ級指導員 2020年3月1日 福島県 熊谷義昭講師（JDSFの現状）  熊谷義昭講師・熊谷正子講師　ＨＧ４Ｗの踊り方と指導方法

更新研修会　 (日） スポーツマンの健康管理　松本純講師（スポーツドクター）  古川勲講師・鈴木陽子アシスタント　　 ＨＧ４Ｒの踊り方と指導方法

県青少年会館(大研修室) 古川　勲講師(技術認定会の取組みと定着化　)

2020年第3回A・B・Ｃ級指導員

更新研修会　

2020年第4回A・B・Ｃ級指導員 2020年7月 山形県南陽市 池田秀雄「JDSF の現状と公認指導員の役割」 平井剛秋・平井夏（技術認定ラテン指導のポイント）

更新研修会　 (日） ワトワセンター南陽 その他 菅野忠司・安藤登美子（技術認定スタンダード指導のポイント）

2020年第5回A・B・Ｃ級指導員 2020年7月 岩手県 中道俊之（ＪＤＳＦの現状） 栗田良実・栗田幸子（ﾄﾞﾘｰﾑｽﾃｰｼﾞ W ）

更新研修会　 (日） 花巻市（まなび学園） 実技「楽しさを広めよう！社交ダンス＆ワールドダンス」 中道俊之・中道和子（ﾄﾞﾘｰﾑｽﾃｰｼﾞ　R)

技術認定会 開催日 開催地 開催会場 スタンダード・ラテン 摘要 区分

2019年8月23日 青森県 弘前市岩木文化センター G4～G6 9
2019年6月 秋田県 なんぴあ Ｇ６～Ｇ１ 中止

2019年06月16（日） 岩手県 滝沢市多目的研修センター Ｇ６～１、ＨＧ６～１ 25
2019年11月4日（祝月） 岩手県 滝沢市多目的研修センター Ｇ６～１、ＨＧ６～１
2019年1月20日（日） 宮城県 旭丘市民ｾﾝﾀｰ HG６～HG２ 81
2019年1月27日（日） 宮城県 旭丘市民ｾﾝﾀｰ G６～G１ 37
2019年1月13日(日) 山形県 協同の杜ＪＡ研修所 Ｇ６～Ｇ2 11
2019年5月26日(日) 山形県 天童 Ｇ６～Ｇ2 6
2019年11月30日(土) 山形県 酒田文化センター Ｇ６～Ｇ2

2019年7月14日 福島県 県青少年会館(大研修室) Ｇ６～Ｇ2 32
2020年8月 青森県 未定 未定

2020年6月 秋田県 開催予定なし --- ---

2020年4月 岩手県 滝沢市多目的研修センター Ｇ６～１、ＨＧ６～１

2020年10月 岩手県 滝沢市多目的研修センター Ｇ６～１、ＨＧ６～１

2020年1月13日 宮城県 旭丘市民ｾﾝﾀｰ HG６～HG１ 81
2020年1月18日 宮城県 旭丘市民ｾﾝﾀｰ G６～G１

2020年1月 山形県 協同の杜ＪＡ研修所 Ｇ６～Ｇ2

2020年5月 山形県 天童 Ｇ６～Ｇ2

2020年11月 山形県 酒田文化センター Ｇ６～Ｇ2

2021年1月 山形県 協同の杜ＪＡ研修所 Ｇ６～Ｇ2
2020年7月19日 福島県 県青少年会館(大研修室) G６～G１

2020.1.25　東北ブロック会議

Ａ級技術認定員資格
更新研修・審判員承
認研修併催

Ａ級技術認定員資格
更新研修会併催

20名

117名

2018
年度

--- ---

Ａ級技術認定員資格更新研
修・審判員承認研修併催

Ａ級技術認定員資格
更新研修

--

Ａ級技術認定員資格
更新研修会併催

32名

Ａ級技術認定員資格更新研
修 54名

114名

85名

--- ---

２０１９年　２０２０年　JDSF東北ブロック　公認指導員講習会・研修会等　（報告と計画）

新規

技術
認定

技術認定試験

2019
年度

2019
年度分

2020
年度分

2020
年度

更新

昇級

2019
年度分
2020

年度分

2019
年

2020
年

２０２０年度の開催を募集 

２０２０年度の開催を募集 

開催が終了し

た認定会は参

加者をメール

でご報告くだ

さい。 

開催しない 


