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文部科学大臣杯 

２０１3 年第１4 回プロフェッショナル統一全日本ダンス選手権大会 

大 会 要 項 

 
２０１３年第１４回プロフェッショナル統一全日本ダンス選手権大会を下記の通り開催致

します。 
 
１．日  時  平成２５年１１月３日（日・祝） ８時 ～ ２１時（予定） 
２．会  場  グランドプリンスホテル新高輪 「飛天」 
          東京都港区高輪３－１３－１ 電話 ０３－３４４２－１１１１ 
３．主  催  日本プロダンス協議会（ＪＮＣＰＤ） 
４．後  援  文部科学省（申請中） 
５．形  式  ディナーパーティー形式 
６．競技内容  プロフェッショナル統一全日本ダンス選手権大会（以下、統一全日本と

いう。）は最終予選まで４種目で行われ、準々決勝よりＶｗとＪが加わり

ボールルーム、ラテン共５種目総合で行います。両セクションへの重複

出場はできません。 
          ボールルーム   ： Ｗ・Ｔ・Ｖｗ・Ｆ・Ｑ 
          ラテンアメリカン ： Ｃ・Ｓ・Ｒ・Ｐ・Ｊ 
 
７．出場資格  JDC、JCF、JBDF 各組織登録選手とする。 
        各組織出場選手枠は下記の通りとし、招待選手とシード選手は各組織出

場枠に含まれます。 
        ［ボールルーム･ラテン共］ JDC  ： ７６組 

JCF  ： ７６組 
JBDF ： ７６組 

 
８．招待選手  ボールルーム・ラテン共に、２０１２年第１３回統一全日本の決勝６位

迄の入賞者を本大会の招待選手とします。招待選手には出場料が免除さ

れ、また、関東エリア以外の招待選手には、規定により旅費、宿泊費が

支給されます。但し、資格を取得した競技会と異なるパ―トナーと出場

する場合は資格を失います。 
 
９．シード選手 第１シード： ボールルーム・ラテン共、２０１２年第１３回統一全日

本準決勝入賞者は第３予選より競技に参加となります。 
第２シード： ボールルーム・ラテン共、２０１２年第１３回統一全日

本準々決勝入賞者は第２予選より競技に参加となります。 
        但し、資格を取得した競技会と異なるパ―トナーと出場する場合は資格

を失います。 
10．オナーダンス 優勝者にはオナーダンスが義務付けられます。 

 
 
11．肖 像 権  本大会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。 
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12．審  査  本大会の審査員は、ボールルーム・ラテン共に５名の海外審査員及び各

団体より２名の派遣審査員により行われます。 
 
13．出 場 料  出場料は下記の通りとし出場申込と同時に納入してください。 

           １セクション  ６，０００円 
        申し込み後、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．出場申込  ① 各組織の申込方法で各組織へお申込みください。 

        ② 記入事項は正確に、漏れなく記入し、特に登録番号、郵便番号、住所、

連絡先電話番号は必ず明記して下さい。 
        ③ 出場申込締切日は平成２５年９月２０日（金）とします。 
           ※ 締切日以降の受付は一切致しません。 
        ④ 申込の送付先は下記にお願い致します。 

◎ＪＤＣ 
〒104-0032 

東京都中央区八丁堀３－６－１ 京橋長岡ビル８階－Ｂ 
公益社団法人 日本ダンス議会 事務局 
統一全日本ダンス選手権大会係 
TEL：03-3297-2105  FAX：03-3297-2107 

 
◎ＪＣＦ 

〒150-0013 

              東京都渋谷区恵比寿４－５－２３ ルイシャトレ恵比寿 410    
ＮＰＯ法人 日本プロフェッショナルダンス競技連盟 事務局 
統一全日本ダンス選手権大会係 

             TEL：03-5421-8226FAX：03-5421-8223 

 
◎ＪＢＤＦ 

〒103-0007 

東京都中央区日本橋浜町２－３３－４ 日本ダンス会館２階 

財団法人 日本ボールルームダンス連盟 本部事務局 
統一全日本ダンス選手権大会係 
TEL：03-5652-7351  FAX：03-5652-7354 

※ 各総局で一括して本部事務局へお申込みください。 
 
15．入 場 料  ［テーブル席］ ＳＳ席 ３７，０００円（ディナー・プログラム付） 
                 Ｓ席 ３４，０００円（ディナー・プログラム付） 
 
        ［ イ ス 席 ］  Ａ席 ２２，０００円（軽食事・プログラム付） 
 

［ 立 見 席 ］      ６，０００円 
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16．賞品・賞金・賞状 

   １ 位   文部科学大臣杯  ４０万円（税込）  賞状 

        ２ 位            ３０万円（税込）  賞状 
        ３ 位            ２０万円（税込）  賞状 
        ４ 位            １５万円（税込）  賞状 
        ５ 位            １０万円（税込）  賞状 
        ６ 位             ５万円（税込）  賞状 
        準決勝             ３万円（税込）  賞状 
        準々決勝            １万円（税込） 

※ 決勝入賞は８組までとし、９組以上は同点決勝を行う。 
７位・８位が出た場合の賞金は、準決勝と同額とする。 

 
17．シード選手 

ボールルーム部門（第１シード） ラテンアメリカン部門（第１シード）

庄司 浩太・庄司 名美 （JCF） 織田 慶治・渡辺 理子 （JBDF） 

浅村慎太郎・遠山 恵美 （JBDF） 金光 進陪・吉田奈津子 （JBDF） 

新鞍 貴浩・中田裕希子 （JBDF） 瀬古 薫希・瀬古 知愛 （JDC） 

本池  淳・武藤 法子 （JBDF） 芝西 将史・岸本麻里亜 （JDC） 

三輪 嘉広・三輪 知子 （JBDF） 立石 勝也・立石 裕美 （JBDF） 

三浦 大輔・三浦美和子 （JCF） 清水 基允・丸市 美幸 （JBDF） 

末安祐一郎・木村 友華 （JBDF） 正谷 恒樹・齋藤  愛 （JBDF） 

田村 晃男・若尾 律 （JBDF） 増田 大介・塚田 真美 （JBDF） 

仲秋 彰燿・仲秋 潤 （JBDF） 村田 雄基・斎木 智子（JBDF） 

中川 雄太・中川久美子 （JDC） 元田 慎哉・元田 早苗 （JDC） 

樋口 暢哉・柴田早綾香（JCF）  

 

ボールルーム部門（第２シード） ラテンアメリカン部門（第２シード）

岩城  聖・深井千浩（JBDF） 新井健伊稚・新井由紀子（JBDF） 

大坪 浩二・佐藤 愛子（JDC） 大塚 出  ・安齋 沙織（JCF） 

結城 智史・増田 千春 （JBDF） 久野 将也・和田 有可（JBDF） 

川崎 卓弥・大野亜希子（JBDF） 古賀 太一・菊池 有真 （JBDF） 

木下喜一郎・木下 尚美 （JBDF） 佐々木亮一・篠田 香  （JDC） 

小木戸太一・七田 ユカ （JDC） 高木 隆  ・高嶋 聖美（JDC） 

佐藤 純平・亀山 聡美（JBDF） 竹内 大夢・曽又 奈々（JBDF） 

末富 崇仁・藤本 尚子 （JBDF） 西井 雄紀・春名 梓  （JBDF） 

菅井  学・尚和由里子 （JBDF） 松本 達明・松本みき子（JDC） 

中嶋 秀樹・中嶋 美喜（JCF） 山本 武志・木嶋 友美 （JBDF） 

森脇 健司・的場 未来（JDC） 渡部 真之・渡部 倫子 （JCF） 

山本 大輔・安藤 桂子（JBDF）  

 
以上 


