
   文部科学大臣杯 

 2017年 JBDFプロフェッショナルダンス選手権大会 

    第 67回全日本アマチュアダンス選手権大会 

同日開催 全日本グランドシニアダンス選手権大会 ・ シニアダンス選手権大会 

 

大 会 要 項 

文部科学大臣杯 2017年 JBDFプロフェッショナルダンス選手権大会、第 67回全日本アマチュア

ダンス選手権大会および全日本グランドシニアダンス選手権大会、シニアダンス選手権大会を下記

の通り開催いたします。 

 

１ 開催日時   平成 29年 10月 21日（土）10:00～20:30 （予定） 

         平成 29年 10月 22日（日）10:00～20:00 （予定） 

 

２ 会  場   福岡市民体育館    福岡市博多区東公園8番2号  TEL092－641－9135 

 

３ 主  催   公益財団法人 日本ボ－ルル－ムダンス連盟（JBDF） 

 

４ 主  管   九州ボ－ルル－ムダンス連盟 

 

５ 後  援   スポ－ツ庁 福岡県 福岡市 

 

６ 競技内容     10月 21日 （土） 

（1） JBDFプロ・ラテンアメリカン選手権  C・S・R・P・Jの 5種目総合  

（2） 全日本アマ・スタンダ－ド選手権    W・T・V・F・Qの 5種目総合  

（但し、プロ、Jは準々決勝・アマ、Vは最終予選より入ります） 

（3） 全日本グランドシニアスタンダ－ド選手権     W・Tの 2種目総合 

（4） シニア・スタンダ－ド選手権           T・Fの 2種目総合 

 

           10月 22日 （日） 

（1） JBDFプロ・スタンダ－ド選手権      W・T・V・F・Qの 5種目総合 

（2） 全日本アマ・ラテンアメリカン選手権   C・S・R・P・J の 5種目総合 

       （但し、プロ、Vは準々決勝・アマ、Jは最終予選より入ります） 

   （3） 全日本グランドシニアラテンアメリカン選手権   C・Rの 2種目総合 

（4） シニア・ラテンアメリカン選手権         S・Rの 2種目総合 

 

   ※同日開催の全日本アマチュア選手権・全日本グランドシニア選手権・シニア選手権は 

    重複エントリ－は可能です。但し背番号は異なりますので注意してください。 



 

７ 出場資格 

（1） JBDFプロフェッショナルダンス選手権大会・全日本アマチュアダンス選手権大会 

北海道・東部・中部・西部・九州の各ボ－ルル－ムダンス連盟（旧総局）に所属する 

登録選手により競技を行います。 

プロは 2016年度、JBDF全国ランキング 96位迄の選手及び、各ボ－ルル－ムダンス 

連盟（旧総局）より選抜された選手で競技を行います。 

尚、全国ランキングの資格を所得した異なるパ－トナ－と出場する場合は 

全国ランキングの資格を失います。 

 

  a,  プロの選抜枠は次の通りとする。  

（スタンダ－ド） 

    北海道連盟    プロ  5  組 

    東部連盟     プロ  25 組 

    中部連盟     プロ  16 組 

    西部連盟     プロ  25 組 

    九州連盟     プロ  A級～C級迄の選手とする。 

 

            （ラテンアメリカン） 

    北海道連盟    プロ  12 組 

    東部連盟     プロ  27 組 

    中部連盟     プロ  17 組 

    西部連盟     プロ  27 組 

    九州連盟     プロ  A級～C級迄の選手とする 

 

上記の組数には、招待選手及び全国ランキング 96位迄の選手は含まれません。 

 

       ｂ アマの選抜枠は次の通りとする。 

               （スタンダ－ド・ラテンアメリカン共） 

         北海道連盟    アマ  10 組        

         東部連盟     アマ  30 組        

         中部連盟     アマ  10 組        

         西部連盟     アマ  20 組        

         九州連盟     アマ  A級～C級迄のアマ登録選手とする。 

 

      上記の組数には、招待選手は含まれません。 

 

 



（2） 全日本グランドシニアダンス選手権 

 満 55歳以上のアマチュアの男子、パ－トナ－はアマチュアの女子で年齢は問いません。 

 他連盟（旧総局）の出場枠はスタンダ－ド、ラテンアメリカン共、下記の通りです。 

       北海道連盟   8組 

       東部連盟    25組 

       中部連盟    8組 

       西部連盟    20組 

       九州連盟    グランドシニア登録選手 

 

（3） シニアダンス選手権 

男女共、満 35歳以上のアマチュア選手で他連盟（旧総局）のシニア登録選手とする。 

     他連盟（旧総局）の出場枠はスタンダ－ド、ラテンアメリカン共、下記の通りとする。      

北海道    8組 

            東部連盟   25組 

            中部連盟   8組 

            西部連盟   20組 

            九州連盟   A級～C級迄のシニア登録選手 

 

８ 肖像権  

本大会出場選手の肖像権並びに全ての権限は主催者にあるものとする。 

 

９ 審査員   

（公財）日本ボ－ルル－ムダンス連盟公認審査員により複数制で行われます。 

 

１０ 出場申込 

（1） 全ての競技会の出場申込は、この大会要項に添付の出場申込書で申込をして下さい。 

二つ以上のセクションに出場する場合には、各別々の申込書を使用し、返信用ハガキもそ 

れぞれに添付して下さい。 

（2） 記入事項は正確に、漏れなく記入してください。（郵便番号、住所、氏名、電話番号） 

（3） 出場申込締切り日以降の受付は一切致しません。又申込後の出場料の払い戻しも致しませ 

ん。 

（4） 出場申込（プロ・アマ共）は、出場申込書、返信用ハガキ（郵便番号、住所、氏名を記入、 

私製葉書の場合は切手を貼付）を同封の上、現金書留にて、各ボ－ルル－ムダンス連盟（旧 

総局）迄、出場申込をして下さい。各ボ－ルル－ムダンス連盟（旧総局）は出場料と共に、 

出場申込書を取りまとめの上、申込みをして下さい。 

（九州連盟は各県連盟でまとめの上） 

なお、出場料の振込みは大会事務局へ問い合わせお願い致します。 

出場申込み書は、出場申込み受付事務局へ送付お願い致します。 



（5） 出場締切り日は、平成 29年 9月 9日（土）と致します。 

 

※  出場申込み受付事務局  

〒812－0013   福岡市博多区博多駅東 1－1－25 宝ビル 3階  

ダンスアカデミ－・ヒタカツ内          

                   九州連盟 競技部  部長 比田勝 要範  

                   TEL092－260－3386  FAX092－292－3775  

               

１１ 出場料   

招待選手を除き、各競技会の出場料は下記の通りです。        

（1） ＪＢＤＦプロフェッショナルダンス選手権（5種目）1セクション 6000円 

（2） 全日本アマチュアダンス選手権     （5種目）1セクション 7000円 

（3） 全日本グランドシニアダンス選手権   （2種目）1セクション  7000円 

（4） シニアダンス選手権          （2種目）1セクション 6000円 

 

１２ 招待選手 

 ＪＢＤＦプロフェッショナル選手権及び全日本アマチュア選手権に 

      下記の 3大会の決勝 6位迄の選手を招待選手とする。 

（1） 2016年ＪＢＤＦプロフェッショナルダンス選手権・全日本アマチュアダンス選手権大会 

（2） 2017年全日本選抜ダンス選手権大会 

（3） 2017年日本インタ－ナショナルダンス選手権大会 

   ※招待選手には規定による旅費、宿泊費が支給される他、出場料が免除されます。 

    資格を取得した競技会と異なるパ－トナ－と出場する場合は資格を失います。 

 

１３ オナ－ダンス 

     ＪＢＤＦプロフェッショナルダンス選手権の優勝者及び 2位、3位の選手には 

     指定された種目のオナ－ダンスが義務づけられます。 

 

１４ 安全対策 

     事前及び大会当日の健康管理は、自己の責任において行い、十分留意して参加して 

ください。万一、大会当日に不慮の事故により負傷、疾病等が発生した場合は主催者は 

     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、

ご了承ください。 

 

１５ 選手の入場及び観戦について 

     出場選手は 21日、22日両日共入場、観戦可能です。 

（出場受付ハガキを提出すること） 

 



１６ 選手応援垂れ幕について 

     規定のサイズ（縦 60センチ、横 250センチ） 料金 1日 20.000円 

１７ 入場券           

    前売り   アリ－ナ    SA席     ￥20.000         

          アリ－ナ      A席     ￥18.000         

          2階      A席     ￥18.000                     

2階       B席     ￥15.000         

          2階          C席     ￥10.000   

          2階      D席     ￥7,000 

          2階      E席     ￥5,000       

          3階      自由席    ￥3.000          

                  （当日は全席 1000円増しとします。） 

 

       ビデオ撮影（電子機器による撮影）を希望の方は 2階西 B席でお願い致します。 

他の席、場所での撮影は禁止します。 

尚、入場料と別にビデオ撮影料（1日￥10.000）がかかります。 

ビデオ撮影受付をお尋ねください。 

前売り入場券のお求めは、各連盟が一括して下記へお申込み下さい。 

 

※ 大会事務局 

〒810－0042  福岡市中央区赤坂 1－2－6 赤坂パインマンション 2階 

                イトウヒロシダンススタジオ内 

                 TEL＆FAX 092－724－7828   

        九州ボ－ルル－ムダンス連盟（JBDF九州） 事務局  

 事務局長 伊東 浩 

 

１８  賞状・賞杯・賞金・副賞 

（1） JBDF プロフェッショナルダンス選手権 

    （スタンダ－ド・ラテンアメリカン共）  

                          

1位    賞状   賞杯   賞金 25万（税込）  

2位    賞状   賞杯   賞金 15万（税込）  

3位    賞状   賞杯   賞金 10万（税込）  

4位    賞状   賞杯   賞金  8万（税込）  

5位    賞状   賞杯   賞金  6万（税込）  

6位    賞状   賞杯   賞金  4万（税込）  

準決勝   賞状        賞金  2万（税込）  

 



（2） 全日本アマチュアダンス選手権（スタンダ－ド・ラテンアメリカン共） 

1位    賞状   賞杯   副賞 

2位    賞状   賞杯   副賞 

3位    賞状   賞杯   副賞 

4位    賞状   賞杯   副賞 

5位    賞状   賞杯   副賞 

6位    賞状   賞杯   副賞 

準決勝   賞状 

 

（3） 全日本グランドシニアダンス選手権（スタンダ－ド・ラテンアメリカン共） 

 1位    賞状   賞杯 

 2位    賞状   賞杯 

 3位    賞状   賞杯 

 4位    賞状   賞杯 

 5位    賞状   賞杯 

 6位    賞状   賞杯 

 

（4） シニアダンス選手権（スタンダ－ド・ラテンアメリカン共） 

 1位    賞状   賞杯 

 2位    賞状   賞杯 

 3位    賞状   賞杯 

 4位    賞状   賞杯 

 5位    賞状   賞杯 

 6位    賞状   賞杯 

 


