２０１８スーパージャパンカップダンス
全日本セグエ選手権・全日本選抜ダンス選手権
大会要項
２０１８年全日本セグエ選手権と全日本選抜ダンス選手権、全日本ジュニア・ジュブナイル選手権、及び
グランドシニア選手権、プロ・アマライジングスター、スーパーシニア各競技会を下記の通り開催致します。
１

日

時

平成３０年 ３月 ３日（土）

８時３０分～２０時３０分

３月 ４日（日）

８時３０分～２０時３０分

２

会

場

幕張イベントホール（幕張メッセ）

３

主

催

公益財団法人日本ボールルームダンス連盟

４

主

管

一般社団法人東部日本ボールルームダンス連盟

５

後

援

スポーツ庁、千葉県、千葉県教育委員会、千葉市、
特定非営利活動法人国連ＵＮＨＣＲ協会、公益社団法人日本ユネスコ協会連盟

６

競技内容

全ての競技会の予選は２面フロアーで行います。プロ全日本選抜、アマ全日本選抜、プロ
及びアマ・ライジングスターは最終予選、その他は準決勝より１面で行います。
全日本選抜の５種目総合は、プロは準々決勝から単科に変わり、アマは最終予選から単科
に変わります。
（１）全日本セグエ選手権
１日目＝ラテンアメリカン・セグエ

競技会番号： 180303101 マーク：G4

２日目＝スタンダード・セグエ

競技会番号： 180304101 マーク：G4

スタンダード、ラテンアメリカン共５種目中３種目以上入れて編曲して下さい。
各自、テープ・ＣＤ・ＭＤは２月１３日抽選日迄に、東部日本ボールルームダンス連
盟競技部に提出して下さい。
演技の順番は、２月１３日（火）１１時より、日本ダンス会館地下会議室に於いて、
抽選で決定致します。（欠席の場合は代理人を立てる事）
尚、細部規制については、セグエ競技規定を参照して下さい。
＊ 上記規制に違反した場合は失格の対象となります。
（２）全日本選抜ダンス選手権
プロ

１日目＝スタンダード

Ｗ・Ｔ・Ｖｗ・Ｆ・Ｑ

５種目の単科

競技会番号： 180303102 マーク：G3
２日目＝ラテンアメリカン Ｃ・Ｓ・Ｒ・Ｐ・Ｊ

５種目の単科

競技会番号： 180304102 マーク：G3
ＶｗとＪは準々決勝より入ります。
アマ １日目＝ラテンアメリカン Ｃ・Ｓ・Ｒ・Ｐ・Ｊ

５種目の単科

競技会番号： 180303104 マーク：G3
２日目＝スタンダード

Ｗ・Ｔ・Ｖｗ・Ｆ・Ｑ

５種目の単科

競技会番号： 180304104 マーク：G3
ＶｗとＪは最終予選より入ります。
（３）プロ・ライジングスター競技会
１日目＝スタンダード

Ｆ・Ｑの２種目総合
競技会番号： 180303103 マーク：D

２日目＝ラテンアメリカン Ｃ・Ｓの２種目総合
競技会番号： 180304103 マーク：D
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（４）グランドシニアダンス選手権
１日目＝ラテンアメリカン Ｃ・Ｒ・Ｐの３種目総合
競技会番号： 180303106 マーク：G3
２日目＝スタンダード

Ｗ・Ｔ・Ｆの３種目総合
競技会番号： 180304106 マーク：G3

（５）スーパーシニアダンス競技会
１日目＝スタンダード

Ｗ・Ｑの２種目総合

２日目＝スタンダード

Ｔ・Ｆの２種目総合

（６）全日本ジュニアダンス選手権
１日目＝スタンダード

Ｗ・Ｔ・Ｆ・Ｑの４種目総合

２日目＝ラテンアメリカン Ｓ・Ｒ・Ｐ・Ｊの４種目総合
（７）全日本ジュブナイルダンス選手権
１日目＝スタンダード

Ｗ・Ｔ・Ｆ・Ｑの４種目総合

２日目＝ラテンアメリカン Ｃ・Ｓ・Ｐ・Ｊの４種目総合
（８）アマ・ライジングスター競技会
１日目＝ラテンアメリカン Ｒ・Ｐの２種目総合
競技会番号：180303105 マーク：C
２日目＝スタンダード

Ｗ・Ｔの２種目総合
競技会番号：180304105 マーク：C

７

出場資格 （１）全日本セグエ選手権（プロ）
スタンダード・ラテンアメリカン共、下記選手権の決勝入賞者及び準決勝２回以上の
入賞者で決定し、ＪＢＤＦ各広域加盟団体に登録された選手とします。
２０１７年 全日本選抜選手権大会（総合成績）
２０１７年 日本インターナショナル選手権大会
２０１７年 ＪＢＤＦプロフェッショナルダンス選手権大会
※ 資格を取得した選手権と異なるパートナーと出場する場合、選手は資格を失います。
（２）全日本選抜ダンス選手権
ＪＢＤＦ全国ランキング９６位迄の選手及び、各広域加盟団体より選抜された選手等
で競技を行います。
①プロ選抜枠は次のとおりです。
東部日本ダンス連盟はＣ級以上の選手。
上記以外に、ブロック毎にスタンダード、ラテンアメリカン共下記の選抜選手。
神奈川県連盟

２組

東北ブロック

３組

関東・甲信越ブロック ５組
東部日本以外の広域加盟団体は、Ｂ級以上の選手。
Ｃ級以下の選手でランキング９６位までの選手は、全日本選抜ダンス選手権の出場
資格がありますので、ライジングスターには出場できません。
尚、本競技会は、日本アンチ・ドーピング規程に基づくドーピング・コントロール
対象競技会となります。（※【日本アンチ・ドーピング規程適用競技会】を参照）
②アマの選抜枠は次の通り。
東部日本はスタンダード・ラテンアメリカン共Ａ・Ｂ・Ｃ級の選手。
上記以外に都県連盟毎にスタンダード、ラテンアメリカン各１組の選抜選手。
東部日本以外の広域加盟団体は、スタンダード、ラテンアメリカン共下記の選抜さ
れた組数。
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北 海 道

８組

中部日本

１２組

西部日本

１７組

九

州

６組

上記組数には招待選手は含まれません。
③ＪＢＤＦ無登録選手は、プロ１８組の選出選手。
（３）プロ・ライジングスター競技会
東部日本はスタンダード・ラテンアメリカン共に、Ｄ級の登録選手とし、Ｄ級の昇降
級規定の対象競技会とします。
東部日本以外の広域加盟団体はＣ・Ｄ級登録選手とします。
（４）グランドシニアダンス選手権
満５５才以上のアマチュア選手、パートナーはアマチュアの女性で年齢は問いません。
東部日本はグランドシニア登録選手。
東部日本以外の広域加盟団体はスタンダード、ラテンアメリカン共下記の選抜選手。
申込みの際、男性の生年月日を明記して下さい。
北 海 道

６組

中部日本

１０組

西部日本

１５組

九

州

６組

（５）スーパーシニアダンス競技会
満６５才以上のアマチュア男性。パートナーはアマチュアの女性のほか、プロＢ級以
下のパートナー及び現役を引退した女性の方でも可能です。申込の際、男性の生年月
日を明記して下さい。
（６）全日本ジュニアダンス選手権
年齢が１２才以上１６才未満の男女とします。但し、一方の年齢が１２才未満でも出
場出来ます。（同性のカップルは不可）申込の際、生年月日と年齢を明記して下さい。
なお、ジュブナイルの選手も出場可能ですが、保護者の承諾書を添えて下さい。
＊ 日本国籍を有する者。但し、１年以上の長期滞在外国籍者（要証明書）は、出場申
込み時に証明書を添付し実行委員会の承認を得ることとします。
（７）全日本ジュブナイルダンス選手権
年齢が１２才未満の男女。（同性のカップルは不可）申込の際、生年月日と年齢を明
記して下さい。尚、８歳未満の出場希望者は保護者の承諾書を添えて下さい。最少年
齢は６歳とします。
＊ 日本国籍を有する者。但し、１年以上の長期滞在外国籍者（要証明書）は、出場申
込み時に証明書を添付し実行委員会の承認を得ることとします。
＊ フィガー規制、服装規定があります。
（８）アマ・ライジングスター競技会
各広域加盟団体のＣ級以下の登録選手。出場組数１２０組(先着順)です。
東部日本は、Ｃ級の昇降級規定の対象競技会とします。
ライジングスター競技会出場のＣ級選手は、選抜選手権にもエントリー出来ます。
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※【日本アンチ・ドーピング規程適用競技会】
全日本選抜ダンス選手権のプロ部門（以下、本競技会）に出場する選手は、本競技
会に出場申込みをした時点で、日本アンチ・ドーピング規程に従い、ドーピング検
査を受けることに同意したものとみなします。また、未成年者が本競技会に出場申
込みをした場合は、ドーピング検査実施について、親権者の同意を得たものとされ
ます。
本競技会の出場選手は、本競技会において行われるドーピング検査を拒否または回
避した場合、検査員の指示に従わなかった場合及び、帰路の移動等個人的諸事情に
よりドーピング検査手続きを完了することができなかった場合等は、アンチ・ドー
ピング規則違反となる可能性があります。
アンチ・ドーピング規則違反と判断された場合には、日本アンチ・ドーピング規程
に基づき、制裁等を受けることになるので、留意してください。
なお、日本アンチ・ドーピング規程の詳細内容及びドーピング検査については、公
益財団法人日本アンチ・ドーピング機構のウェブサイト（http://www.playtruejapan.org/）
にてご確認ください。
８

健康管理、及び不慮の事故について
出場申込時を含め、大会当日の健康管理については、自己責任でお願い致します。
大会当日は、不慮の事故に対処する為、医師又は看護師を配備し、初期手当てを行える
体制を整えています。

９

オナーダンス

プロの優勝者にはオナーダンスが義務づけられます。

１０

肖 像 権

本大会の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します。

１１

審 査 員

全ての競技会は、（公財）日本ボールルームダンス連盟公認審査員により複数制で行わ
れます。但し、セグエ選手権に関してはセグエ競技規定に明記。

１２

出場申込

出場申込締切日は、平成３０年１月２６日（金）とします。
所属の広域加盟団体等へ下記の方法にてお申込みください。締切日以降の受付は、一切
致しませんので、予めご了承ください。
東部日本以外の広域加盟団体は、出場申込締切日までに、一括して大会事務所へお申込
みください。
（１）東部日本
a. 全日本セグエ選手権、全日本選抜ダンス選手権、プロ・ライジングスター、グラ
ンドシニアは共通エントリーカード（マークシート）で、その他は往復ハガキで
出場登録料を同封の上、現金書留にて東部日本事務局へお申込みください。
b. アマ・ライジングスター出場選手は、共通エントリーカード（マークシート）に
てお申込みください。出場登録料は、開催当日に徴収いたします。
c. ２つ以上のセクションに出場する場合は、各々別の共通エントリーカード（マー
クシート）往復ハガキを使用してください。
d. 記入事項は正確に、漏れなく記入してください。特に登録番号、郵便番号、住所、
連絡電話番号は必ず明記してください。
尚、グランドシニア、スーパーシニアは男性の年齢と生年月日を、ジュニア、ジ
ュブナイルは男女の年齢と生年月日を明記してください。
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（２）東部日本以外の広域加盟団体
各広域加盟団体でお取りまとめの上、出場登録料と共にデータにて、一括して大
会事務局へお申込みください。「共通エントリーカード（マークシート）は不要
です」
但し、アマ・ライジングスター競技会の申込みは、部門ごとの出場申込書（ＦＡ
Ｘ専用）をファクシミリ送信してください。
(３) 無登録選手は、出場申込書に必ず、所属する責任者の承認印を押印の上、下記の
大会事務局へお申込みください。
(４) 大会事務局
〒１０３－０００７
東京都中央区日本橋浜町２－３３－４

日本ダンス会館４Ｆ

一般社団法人 東部日本ボールルームダンス連盟 事務局
ＴＥＬ
ＦＡＸ
１３

０３－５６５２－７３６１
０３－５６５２－７３６３

出場登録料
出場登録料は下記の通りとし、出場申込と同時に納入して下さい。
１ 全日本セグエ選手権
２ 全日本選抜ダンス選手権

免
除
プロ １セクション ￥ ６，０００.－
アマ

３ プロ・ライジングスター競技会

〃
￥ ７，０００.－
１セクション ￥ ５，０００.－

４ グランドシニアダンス選手権
５ スーパーシニアダンス競技会

１セクション ￥１０，０００.－
〃
￥１０，０００.－

６ 全日本ジュニアダンス選手権
〃
￥ ２，０００.－
７ 全日本ジュブナイルダンス選手権
〃
￥ ２，０００.－
１～７は、申込後、出場を取り消されても出場料の払い戻しは致しません。
８ アマ・ライジングスター競技会
１セクション ￥ ５, ０００.－
（出場登録料等の料金は、開催当日に徴収いたします。背番号割当前までのキャン
セルは出場登録料を徴収しませんが、それ以降のキャンセルについては出場登録
料をお支払いいただきます。尚、東部日本以外の広域加盟団体の選手は受付通知
発行手数料が別途かかります。）
９ ＪＢＤＦ無登録選手
１セクション ￥１０,０００．－
＊ 申込み後、出場を取り消されても出場料の払い戻しは致しません。
１４

招待選手

全日本選抜ダンス選手権のプロ・アマ共に下記３大大会の決勝入賞者を招待致します。
２０１７年 全日本選抜選手権大会
２０１７年 日本インターナショナル選手権大会
２０１７年 ＪＢＤＦプロフェショナルダンス選手権大会
２０１７年 全日本アマチュアダンス選手権大会
＊ 招待選手には規定による旅費・宿泊費が支給される他、出場登録料が免除されます。
＊ 資格を取得した選手権と異なるパートナーと出場する場合は資格を失います。

１５

シード選手
全日本選抜ダンス選手権のプロに限りシード制を設けます。
１ Ａシード、３大大会の準決勝入賞者は第３予選より競技に参加します。
２ Ｂシード、３大大会の準々決勝入賞者は第２予選より競技に参加します。
＊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います。
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１６ 入 場 料

（１）当日［アリーナ席］

［１階席］

［２階席］

［３階席］

PCＳ席 \35,000（PCＳ席は前売なしです）
ＳＳ席 \22,500

Ｓ席 \20,000

Ｈ席 \4,000

読者プレゼント

ＳＡ席 \20,500

Ａ席 \16,000

Ｊ席 \3,000

ダンスマイライフ

ＳＢ席 \19,500

Ｂ席 \13,000

ＳＣ席 \18,500

Ｃ席 \10,000

ＳＤ席 \17,500

Ｄ席 \ 8,000

ＳＥ席 \16,500

Ｅ席 \ 7,000
Ｆ席 \ 6,000
Ｇ席 \ 5,000

ロイヤルボックス席（42 席）
\22,000（２）前売券は、全席１０％引きで販売致します。
１７

賞金・賞品
（１）全日本セグエ選手権・プロ（スタンダード・ラテンアメリカン共）
１位

連盟杯・カップ

賞金 １００万円

賞状

２位

カップ

〃

６０万円

〃

３位

カップ

〃

４０万円

〃

４位

〃

３０万円

〃

５位

〃

２０万円

〃

６位

〃

１０万円

〃

７位以下

〃

７万円

〃

（２）全日本選抜ダンス選手権・プロ（スタンダード・ラテンアメリカン共単科）
１位

連盟杯

賞金

８万円

賞状

２位

〃

４万円

〃

３位

〃

２万円

〃

４位

〃

１万５千円

〃

５位

〃

１万円

〃

６位

〃

１万円

〃

（３）総合の１～３位には、カップ・賞状が授与されます。
（４）全日本選抜ダンス選手権・アマ（スタンダード・ラテンアメリカン共、総合）
１位

連盟杯・トロフィー 賞金

５万円

賞状

２位

トロフィー 賞金

３万円

〃

３位

トロフィー 賞金

２万円

〃

４位

賞金

１万円

〃

５位

賞金

１万円

〃

６位

賞金

１万円

〃
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（５）プロ・ライジングスター（スタンダード・ラテンアメリカン共）
１位

賞金

５万円

賞状

２位

〃

３万円

〃

３位

〃

２万円

〃

４位

〃

１万円

〃

５位

〃

１万円

〃

６位

〃

１万円

〃

（６）グランドシニアダンス選手権（スタンダード・ラテンアメリカン共）
１位～３位

トロフィー・賞状

４位～６位

賞状

（７）スーパーシニアダンス競技会（スタンダード両日共）
１位～３位

トロフィー・賞状

４位～６位

賞状

（８）全日本ジュニアダンス選手権（スタンダード・ラテンアメリカン共）
１位～３位

トロフィー・賞状・副賞

４位～６位

賞状・副賞

（９）全日本ジュブナイルダンス選手権（スタンダード・ラテンアメリカン共）
１位～３位

トロフィー・賞状・副賞

４位～６位

賞状・副賞

（１０）アマ・ライジングスター競技会（スタンダード・ラテンアメリカン共））
１位～３位

トロフィー・賞状

４位～６位

賞状
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