２０１９年度世界１０ダンス選手権大会日本代表派遣選手選考会

第１８回プロフェショナル統一全日本１０ダンス選手権大会
（兼

全日本ダンス選手権大会

プロフェッショナル

１０ダンス部門）

第２回ＮＤＣＪカップ・プロフェショナルダンス選手権大会
併催競技会
プロフェッショナルシニアボールルームダンス競技会
プロフェッショナルシニアラテンアメリカンダンス競技会
アマチュア TOKYO BAY OPEN ボールルーム選手権大会
アマチュア TOKYO BAY OPEN ラテンアメリカン選手権大会
アマチュア・シニア４５＆５５＆６５ボールルーム競技会

大会要項
１．日時 平成３０年５月 6 日（日） ９：００～２０：００

２．会場 ファースト・プレイス東京
東京都荒川区東日暮里５－５０－５

（日暮里南口

ホテルラングウッド地下２階）

３．主催 一般社団法人ＮＤＣＪ （World Dance Council National Dance Council for Japan）

４．公認 一般社団法人ＮＤＣＪ （World Dance Council National Dance Council for Japan）
５．競技内容
【１】プロフェショナル統一全日本 10 ダンス選手権大会（兼 全日本ダンス選手権大会 プロフェッショナル １０ダンス部門）
１０種目を単科競技会として行い総合成績を決定する。
【２】ＮＤＣＪカップ・プロフェッショナルダンス選手権大会ボールルーム
前回（２０１７年）決勝入賞選手はシードとして第２次予選からの参加とする。
（但し、資格を取得した競技会と異なるパートナーと出場する場合は資格を失う）
予選
Ｗ・Ｔ・Ｆ・Ｑの４種目総合
準決勝 １６組 Ｗ・Ｖ・Ｆ・Ｑの４種目と基本フィガーＴの５種目総合
基本フィガー ８ヒートに分かれ２組ずつ ベーシックフィガーは別紙参照
決勝
８組 ５種目総合
【３】ＮＤＣＪカップ・プロフェッショナルダンス選手権大会ラテンアメリカン
前回（２０１７年）決勝入賞選手はシードとして第２次予選からの参加とする。
（但し、資格を取得した競技会と異なるパートナーと出場する場合は資格を失う）
予選
Ｃ・Ｓ・Ｒ・Ｐの４種目総合
準決勝 １６組 Ｓ・Ｒ・Ｐ・Ｊの４種目と基本フィガーＣの５種目総合
基本フィガー ８ヒートに分かれ２組ずつ ベーシックフィガーは別紙参照
決勝
８組 ５種目総合
【４】プロフェッショナルシニアボールルームダンス競技会
予選はＷ・Ｔ・Ｆ・Ｑの４種目総合 準決勝より５種目総合

【５】プロフェッショナルシニアラテンアメリカンダンス競技会
予選はＣ・Ｓ・Ｒ・Ｐの４種目総合 準決勝より５種目総合

【６】アマチュア TOKYO BAY OPEN ボールルームダンス選手権大会
予選はＷ・Ｔ・Ｆ・Ｑの４種目総合 準決勝より５種目総合

【７】アマチュア TOKYO BAY OPEN ラテンアメリカンダンス選手権大会
予選はＣ・Ｓ・Ｒ・Ｐの４種目総合 準決勝より５種目総合

【８】アマチュア・シニア

ボールルーム

オーバー４５

予選はＷ・Ｔ・Ｆの３種目総合 準決勝よりＷ・Ｔ・Ｆ・Ｑの４種目総合

【９】アマチュア・シニア

ボールルーム

オーバー５５

予選はＷ・Ｔ・Ｆの３種目総合 準決勝よりＷ・Ｔ・Ｆ・Ｑの４種目総合

【10】アマチュア・シニア

ボールルーム

オーバー６５

予選はＷ・Ｔ・Ｆの３種目総合 準決勝よりＷ・Ｔ・Ｆ・Ｑの４種目総合

６．出場資格
【１】プロフェショナル統一全日本１０ダンス選手権大会
全ての国内プロフェッショナル選手（但し、最高４８組までとする。）
☆１０ダンス出場選手はＮＤＣＪカップのＢ又はＬのどちらかとの重複エントリーは可
【２】【３】ＮＤＣＪカップ・プロフェッショナルダンス選手権大会
全ての国内プロフェッショナル選手
☆ＮＤＣＪカップのＢとＬの重複エントリーは不可
【４】【５】プロフェッショナルシニアダンス競技会
男性が４０歳以上の国内プロフェッショナル選手
☆ＮＤＣＪカップと同セクションの場合の重複エントリーは可
【６】【７】アマチュア TOKYO BAY OPEN ダンス選手権大会
全ての国内アマチュア選手
☆ＢとＬの重複エントリーは不可
【８】オーバー４５

男女共に４５歳以上の国内アマチュア選手

☆TOKYO BAY OPEN ボールルーム部門との重複エントリーは可
【９】オーバー５５

男女共に５５歳以上の国内アマチュア選手

☆他のボールルーム部門との重複エントリーは可
【10】オーバー６５

男女共に６５歳以上の国内アマチュア選手

☆他のボールルーム部門との重複エントリーは可

７．出場申込
プロフェッショナル部門（【１】～【５】）およびアマチュア部門（【６】～【10】）すべて、
団体やセクションに関わらず、日本ダンス議会に、所定の申込用紙にて申込
公益社団法人日本ダンス議会（ＪＤＣ）事務局
〒１０４－００３２ 東京都中央区八丁堀２－２２－６ 高野ビル４F
TEL ０３－３２９７－２１０５

FAX ０３－３２９７－２１０７

８．申込み締切
プロフェッショナル部門（【１】～【５】）２０１８年４月３日（土）締切
アマチュア部門（【６】～【10】）
９．出場料

《当日消印有効》

２０１８年４月１０日（火）締切 《当日消印有効》

【１】統一全日本１０ダンス選手権大会
【２】【３】ＮＤＣＪカップ
【４】【５】プロフェッショナルシニア競技会
【６】【７】アマチュア TOKYO BAY OPEN
【８】～【10】アマチュアシニア部門

￥
￥
￥
￥
￥

14,000
8,000
7,000
7,000
6,000

≪振込先≫

りそな銀行 池袋支店
普通預金 口座番号：５２５９２８７
フクシ ノリユキ
※出場料はセクションやプロアマを問わず出場申し込みと同時に、上記口座に納入して下さい。

10．招待選手
２０１７年プロフェッショナル統一全日本１０ダンス選手権大会において、総合成績１位および２位の
選手を本プロフェッショナル統一全日本１０ダンス選手権大会の招待選手とする。
招待選手は出場料が免除される。
但し、資格を取得した競技会とは異なるパートナーと出場する場合は資格を失う。
11．シード選手
２０１７年ＮＤＣＪカップ・プロフェッショナルダンス選手権大会において、決勝８位以内に入賞した
選手は本ＮＤＣＪカップ・プロフェッショナルダンス選手権大会に第２次予選からの参加とする。
但し、資格を取得した競技会とは異なるパートナーと出場する場合は資格を失う。
12．入場料

入場料 ￥6,000
S 指定席 ￥4,000

≪チケット申込先≫

A 指定席 \3,000

各団体にお問い合わせください。

【ＪＢＤＦ】 〒103-0007 東京都中央区浜町 2-33-4 日本ダンス会館 4 階
東部日本ボールルーム連盟

(松浦孝俊)宛

TEL 03-5652-7361 FAX 03-5652-7363
【ＪＤＣ】

〒104-0032 東京都中央区八丁堀２－２２－６ 高野ビル４階
公益社団法人 日本ダンス議会 事務局
TEL 03-3297-2105 FAX 03-3297-2107
E-mail

jdc-office@crux.ocn.ne.jp

【ＪＣＦ】 〒155-0013東京都渋谷区恵比寿4-5-23

URL

http://www.jdc-dance.org/

ルイシャトレ恵比寿410

日本プロフェッショナルダンス競技連盟
TEL 03-5421-8226

FAX 03-5421-8223

E-mail jcf-jim@jcf-honbu.com
入場料の割引および優待
大学生と高校生 \1,000
中学生と小学生 \

500

加盟団体審査員および選手

無料

URL

http://jcf-tokyo.com/

13．動画撮影料

￥5,000

14．賞金
【１】プロフェショナル統一全日本１０ダンス選手権大会（単科にて賞状、総合成績にて賞金｛税込｝）
優勝￥120,000 ２位￥80,000 ３位￥50,000 ４位￥40,000
５位￥30,000 ６位￥20,000
【２】【３】ＮＤＣＪカップ・プロフェッショナルダンス選手権大会（賞状、賞金｛税込｝）
優勝￥200,000 ２位￥100,000 ３位￥70,000 ４位￥50,000
５位・６位￥20,000 ７位・８位￥10,000
【４】【５】プロフェッショナルシニアダンス競技会
優勝￥20,000 ２位￥15,000 ３位￥12,000

15．オナーダンス

４位～６位￥10,000

プロフェッショナル部門優勝者には、オナーダンスが義務づけられる。

16．肖像権

本大会の一切の肖像権はその使用目的にかかわらず、全て主催者にあるものとする。

17．審査

一般社団法人ＮＤＣＪ加盟３団体から選出された日本人審査員
ＷＤＣ登録外国人審査員が加わる場合もあります。

18． 体調の優れない方は無理をしない様に体調管理をしっかりして下さい

19． 問い合わせ
公益社団法人日本ダンス議会（ＪＤＣ） 統一全日本１０ダンス・ＮＤＣＪカップ係
〒104-0032 東京都中央区八丁堀２－２２－６ 高野ビル４階
TEL 03-3297-2105 FAX 03-3297-2107
E-mail

jdc-office@crux.ocn.ne.jp

