
文部科学大臣杯２０１８年ＪＢＤＦプロフェッショナルダンス選手権大会 

文部科学大臣杯 第６８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 スーパーシニアダンス選手権大会 

     ジュニアダンス競技会 

大 会 要 項  

文部科学大臣杯２０１８年ＪＢＤＦプロフェッショナルダンス選手権大会、文部科学大臣杯 第６８回全日本ア

マチュアダンス選手権大会、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、スーパーシニ

アダンス選手権大会、ジュニアダンス競技会を下記の通り開催致します。 
 
 １ 開催日時 平成３０年９月２９日（土） １０：００～   
         

平成３０年９月３０日（日） １０：００～   
  
 ２ 会  場 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 
 
  札幌市南区真駒内公園内１番１号 TEL ０１１－５８１－１９７２ 
 
 ３ 主  催 公益財団法人 日本ボールルームダンス連盟（ＪＢＤＦ） 
 
 ４ 主  管 北海道ボールルームダンス連盟 
 
 ５ 競技内容 １日目 ９月２９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（PL） 

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

（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･スタンダード選手権       Ｗ・Ｔの２種目総合（GS） 

（４） シニア・スタンダード選手権              Ｗ・Ｑの２種目総合（SS） 

（５） ジュニア･スタンダード競技会             Ｔ・Ｑの２種目総合（JrS） 

 

２日目 ９月３０日（日） 

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

（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（AL） 

（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（GL） 

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

（５） スーパーシニア選手権                 Ｗ･Ｔの2種目総合（SpS） 

（６） ジュニア･ラテンアメリカン競技会          Ｃ･Ｊの２種目総合（JrL） 
 
 
 
 ※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・ジュニア競技会は  

重複エントリーは 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。 
 



 
６ 出場資格 

（１）ＪＢＤＦプロ選手権・全日本アマ選手権共、ＪＢＤＦ各ボールルームダンス連盟登録選手に  
    より行います。           
     各連盟の出場組数はスタンダード･ラテンアメリカン共に下記の組数とします。 

          プロは２０１７年度ＪＢＤＦ全国ランキング９６位迄の選手及び、各連盟より選抜された選

手で競技を行います。 
尚、全国ランキングの資格を取得した異なるパートナーと出場する場合は、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です。 

東部連盟  プロ１５ 組    

中部連盟  プロ１０ 組    

西部連盟  プロ１５ 組    

九州連盟  プロ１０ 組    

北海道連盟 プロ・北海道ボールルームダンス連盟登録選手とします。 

          上記組数には、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。 

 

※ 「ＪＢＤＦプロフェッショナルダンス選手権大会」は、日本ドーピング防止規程に基ずく 

ドーピング検査対象大会です。本競技会参加者は、本競技会にエントリーした時点で日本 

ドーピング防止規程にしたがい、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、未成年者である本競技会参加者のエントリーにおいては、上記のドーピング検査の実

施について親権者から同意を得たものとされます。 

本競技会参加者は、本競技会において行われるドーピング検査を拒否又は回避した場合、検

査員の指示に従わない場合、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、ドーピング防止規則違反となる可能性があります。 

ドーピング防止規則違反と判断された場合には、日本ドーピング防止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、日本ドーピング防止規程の詳細内容およ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)にて確認してい

ただきますようお願い申し上げます。 

 

ｂ、アマの選抜枠は次の通りです。 

東部連盟  アマ ５０ 組    

中部連盟  アマ １５ 組    

西部連盟  アマ ３５ 組    

九州連盟  アマ １０ 組    

北海道連盟 アマ･北海道ボールルームダンス連盟登録選手とします。 

                    上記組数には、招待選手は含まれません。 

 

 

http://www.playtruejapan.org/


〒003-0023 札幌市白石区南郷通6 丁目3‐27 サウスビル 3Ｆ 
 本間ダンススタジオ内 JBDF北海道競技部 

 TEL＆FAX 011-866-0789 E-mail： gbfct439@ybb.ne.jp 

郵便振替口座番号 02700-0-70826 
口座名：北海道ボールルームダンス連盟 

（２） 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シニア登録選手とする。 
    
（３） 全日本グランドシニアダンス選手権 

満５５歳以上の男子、パートナーはアマチュア女子で年齢は問いません。 
 

（４） スーパーシニアダンス選手権 
   満６５歳以上のアマチュア男子、パートナーはアマチュア女子で年齢は問いません。 
   

（５）  ジュニアダンス競技会 
年齢が１２歳以上、１６歳未満の男女とします。但し一方の年齢が１２歳未満でも出場で

きます。申込の際、年齢、生年月日を明記してください。（女性同士のカップル出場可） 
尚、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。 

 
    

７ 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。 
 
 ８ 審  査  各選手権の審査は、公益財団法人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

う。 
 ９ 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されている出場申込書で申込をして下さい。 
その他に返信用ハガキも添付して下さい。 

 
（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、電話番号等） 
 
（３） 出場申込書には、所属する連盟会長、又は責任者の承認印が必要です。 
 
（４） 出場申込締切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。 
 
（５） 出場申込は返信用ハガキ（郵便番号、住所、氏名を記入）と出場料の郵便振替受領書のコピ

ーを同封して郵送してください。申込は広域加盟団体で一括し、選手データを添えてくださ
い。(メールの添付ファイルでも可) 

 
（６） 出場締め切りは平成３０年８月１０日（金） 

 
出場申込先 

 
 
 
 
 

出場料振込先      
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 



１０ 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選手権 

１セクションに付き     ６，０００円 
（２） アマチュア・シニア・グランドシニア･スーパーシニア 
     １セクションに付き     ７，０００円 

（３） ジュニア 
     １セクションに付き     １，０００円 

 
１１ 招待選手 ＪＢＤＦプロ選手権及びアマチュア選手権に下記の３大大会の決勝入賞選手を招待致します。 
       （１）２０１７年ＪＢＤＦプロフェッ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 

       （２）２０１８年全日本選抜ダンス選手権大会 

       （３）２０１８年日本インターナショナルダンス選手権大会 

        ※ 招待選手には規程による旅費、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以降パートナーを変更した選手は資格を失います。 
 
１２ オナーダンス  
        ＪＢＤＦプロ選手権の優勝者及び２位、３位の選手には、デモンストレーションが 

義務付けられています。 
 
１３ 安全対策 
        大会の事前及び当日の健康管理は自己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、主催者は医師等による 
        応急処置の対応は行いますが、それ以降の責任は負いませんので、予めご了承下さい。 
１４ 入 場 券 
         アリーナ     SA席  ￥ ２５，０００ 

        アリーナ     S席 ￥ ２０，０００    

        アリーナ     A席 ￥ １８，０００    

           １階      S席 ￥ １５，０００    

          １階         A席 ￥ １３，０００ 

  １階     B席 ￥ １０，０００ 

          １階     C席 ￥   ６，０００ 

          ２･３階 自 由 席 ￥    ３，０００ 

 前売り入場券のお求めは、各連盟一括して下記へお申し込み下さい。 
    
 
 
 
 
 

〒001-0908  
   札幌市北区新琴似8条1丁目2-3 ゆにばビル 
   ユニバーサルダンススタジオ内 JBDF北海道事業部 

   TEL 011-709-0139  E-mail： hirataa24＠yahoo.co.jp 

FAX 011-827-7612（JBDF北海道事務局FAX 番号） 

 



１５ 賞金・賞品

 
（１） ＪＢＤＦプロフェッショナルダンス選手権（スタンダード・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    賞金２万  (税込) 
 
（２） 全日本アマチュアダンス選手権（スタンダード・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   

 
（３） 全日本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 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・スーパー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 賞状  賞杯  
２位 賞状  賞杯  
３位 賞状  賞杯  
４位 賞状   
５位 賞状   
６位 賞状   

          
 
 
 
 
 
 



（５） ジュニアダンス競技会（スタンダード・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 

          
１６ 選手応援の垂れ幕 
       縦６０ｃm 横２５０ｃm １日 ￥２５，０００ 
 
１７ 選手のプログラム広告 
       １P ￥５０，０００ １／２P ￥３０，０００ （申込締切日8月10日） 
 
   申込先  垂れ幕・プログラム広告（原稿を添えお申し込み下さい） 
 
 〒007-0842 

札幌市東区北42条東15丁目 1-1 栄町ビル４Ｆ 
ダンスブライトリー＠広川智之内 JBDF 北海道事業部 

TEL＆FAX 011-731-1100  E-mail：dance-brightly.h@sky.plala.or.jp 


