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バルカーカップバルカーカップバルカーカップバルカーカップ    第第第第２０２０２０２０回回回回    統一全日本ダンス選手権統一全日本ダンス選手権統一全日本ダンス選手権統一全日本ダンス選手権    

（20２０年 WDC 世界ダンス選手権大会代表派遣選手選考会） 

大大大大    会会会会    要要要要    項項項項    

 

バルカーカップ第２０回統一全日本ダンス選手権を下記の通り開催致します。 

 

１．日  時  令和元年１１月３日（日・祝） ８時 ～ ２２時 

 

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  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．特別協賛  バルカーグループ 

 

６．協  賛  株式会社大和証券グループ本社 三木産業株式会社 ダイキン工業株式会

社 阪和興業株式会社 株式会社旭ケミカルス 中西商事株式会社 

NiKKi Fron 株式会社 ジャパンマテックス株式会社 内外産業株式会社 

株式会社サンヨー セパック工業株式会社 

 

７．後  援  チャコット株式会社 

 

８．競技内容  バルカーカップ統一全日本ダンス選手権は最終予選まで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 

 

９．出場資格  カップルの内最低でも１名が日本国籍を有し、カップルの両者ともＮＤＣ

Ｊ加盟団体（ＪＣＦ、ＪＢＤＦ、ＪＤＣ）のプロフェッショナル登録選手

で、且つ各加盟団体が推薦し、主催者が出場を認めた選手とします。 

尚、出場推薦枠は、ボールルームおよびラテンアメリカン共、各加盟団体

（ＪＣＦ、ＪＢＤＦ、ＪＤＣ）、それぞれ７６組とします。 

但し、招待選手とシード選手は出場推薦枠に含まれます。 

 

10．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。 

         カップルの両者共 一般社団法人ＮＤＣＪ選手会員  ７，０００円 

         （カップルの両者共 ２０１９ＷＤＣインターナショナル選手登録者） 

         （申込期日までに登録もしくは申請完了していれば  ７，０００円） 

         それ以外の選手                 １０，０００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。 
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11．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ＷＤＣ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 出場申込締切日は令和元年９月１４日（土）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。 

◎ＪＣＦ（ＮＰＯ法人日本プロフェッショナルダンス競技連盟） 

〒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 

バルカーカップ統一全日本ダンス選手権係 

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

◎ＪＢＤＦ（公益財団法人日本ボールルームダンス連盟） 

 〒103-0007 

    東京都中央区日本橋浜町２－３３－４ 日本ダンス会館３階 

  公益財団法人日本ボールルームダンス連盟 事務局 

バルカーカップ統一全日本ダンス選手権係 

  TEL：03-5652-7351  FAX：03-5652-7355 

◎ＪＤＣ（公益社団法人日本ダンス議会） 

〒104-0032 

東京都中央区八丁堀２－２２－６ 高野ビル４F 

公益社団法人日本ダンス議会 事務局 

バルカーカップ統一全日本ダンス選手権係 

TEL：03-3297-2105  FAX：03-3297-2107 

 

12．招待選手  ボールルーム・ラテン共に、２０１８年バルカーカップ第１９回統一全日

本ダンス選手権の決勝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。宿泊、交通に関する手配は各自でお

願い致します。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。 

 

13．シード選手 第１シード：ボールルーム・ラテン共、２０１８年バルカーカップ第１９

回統一全日本ダンス選手権の準決勝入賞者は第３予選より競技に参加

となります。 （22．シード選手参照） 

第２シード：ボールルーム・ラテン共、２０１８年バルカーカップ第１９

回統一全日本ダンス選手権の準々決勝入賞者は第２予選より競技に参加

となります。 （22．シード選手参照） 

第３シード：ボールルーム・ラテン共、２０１９年１０月６日（日）統一

全日本ライジングスターダンス競技大会準決勝入賞者は第２予選より競

技に参加となります。 又、出場選手推薦枠に入れなかった選手には出

場権もあたえられます。 

        但し、上記全て、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。 
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14．賞品・賞金・賞状（ボールルーム・ラテン共） 

   １ 位        １,０００万円（税込）  賞状 

        ２ 位         ４００万円（税込）  賞状 

        ３ 位         ２００万円（税込）  賞状 

        ４ 位         １２０万円（税込）  賞状 

        ５ 位         １１０万円（税込）  賞状 

        ６ 位         １００万円（税込）  賞状 

        準決勝          ２０万円（税込） 

        準々決勝          ２万円（税込） 

※ 同点により決勝進出者が６組を超えた場合 

最高８組迄とし、９組以上の場合は同点決勝を行い６組とする。 

７位・８位が出た場合の賞金は、準決勝と同額とする。 

           準決勝の賞金 

準決勝のポイントにて順位を決定し、７位から１２位までとする。 

１３位以下は準々決勝の賞金額とする。 

同点が出た場合は準々決勝のポイントにて決定し、更に同点の場合 

は順次予選を繰り下がって決定する。 

 

15．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。 

 

16．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。 

 

17．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。 

 

18．体調及び安全管理 

事前及び大会当日の健康管理は自己責任において行い、十分に留意して 

 参加し、体調の優れない場合は無理をせず、医師に御相談下さい。 

大会当日に不慮の事故により負傷や疾病等が発生した場合、主催者は医師 

等による応急処置は行いますが、それ以外の責任は負いませんので、予 

め御了承下さい。 

 

19．入 場 料［テーブル席］  ＳＳ席  ３８，０００円（ディナー・プログラム付） 

                Ｓ席  ３３，０００円（ディナー・プログラム付） 

［ イ ス 席 ］Ａ－１列目  ２５，０００円（軽食・プログラム付） 

             Ａ－２列目  ２５，０００円（軽食・プログラム付） 

             Ａ－３列目  ２４，０００円（軽食・プログラム付） 

             Ａ－４列目  ２３，０００円（軽食・プログラム付） 

［ 立 見 席 ］        ６，０００円（前売りのみ販売） 

 

20．御来場の御注意（選手各位からもお客様にお伝えください。） 

当日販売（当日券）は一切ございませんので、御注意下さい。 

（万が一、お越し頂きましても御入場出来ません。） 

御来場頂く方全員に、準正装のドレスコードがございます。 

（男性：タイ、ジャケット 女性：ワンピース、スーツ、ディナードレス等） 

（選手の御観戦や御入場にもドレスコードが適用されます。） 



 

- 4 - 

脚立・三脚・イスなど他の御客様の御迷惑となる物の持ち込みは御遠慮下さい。 

うちわ・ボード・旗・応援幕等の応援グッズの持ち込みも御遠慮下さい。 

観戦中椅子の移動は後ろのお客様へのご迷惑になるため御遠慮下さい。 

小学生以下の方の御入場はお断りしております。 

学生の御入場においてもチケットの御購入（前売りのみ）が必要です。 

（学生割引はございません。） 

ダンスタイムがございますので、御希望の方はダンスシューズを御持参下さい。 

貴重品は御自身の責任にて管理をして下さい。 

（万が一の紛失、破損、盗難等については一切責任を負いません。） 

 

21．原則及び方針 

一般社団法人ＮＤＣＪは、反社会的な団体に所属もしくは協力しない団体とし 

て運営され、薬物等の使用を一切禁止しております。 

よって、これらに該当する方の入場および出場を固くお断りしております。 

 

22．シード選手 

ボールルーム部門（第１シード）ボールルーム部門（第１シード）ボールルーム部門（第１シード）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）ラテンアメリカン部門（第１シード）ラテンアメリカン部門（第１シード）ラテンアメリカン部門（第１シード）    

橋本 剛 ・恩田 惠子 増田 大介・塚田 真美 

浅村慎太郎・遠山 恵美 鈴木 佑哉・原田 彩華 

三浦 大輔・三浦 美和子 正谷 恒揮・齋藤 愛 

森脇 健司・的場 未恭 清水 基允・丸市 美幸 

小林 恒路・赤沼 美帆 瀬内 英幸・斎木 智子 

樋口 暢哉・柴田 早綾香 村田 雄基・麻里亜 

廣島 悠仁・石渡 ありさ 森田 銀河・小和田愛子 

Shao Shuai・田中 彩恵 野村 直人・山﨑 かりん 

本多 龍士・戎野 紗与  

西尾 浩一・下田   藍  

若代 愼 ・辰巳 友莉亜  

 

ボールルーム部門（第ボールルーム部門（第ボールルーム部門（第ボールルーム部門（第 2222 シード）シード）シード）シード）            ラテンアメリカン部門（第ラテンアメリカン部門（第ラテンアメリカン部門（第ラテンアメリカン部門（第 2222 シード）シード）シード）シード）    

福田 裕一・ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ ｸﾞﾚｲ 瀬底 正太・堀川 真琴 

結城 智史・増田 千晴 竹内 大夢・中島 由貴 

室伏 宏明・青沼 彩 髙野 大樹・加藤 奈々 

金野 哲也・井之口 香織 中村 公紀・大塩 香澄 

井﨑 健太・伊藤 沙織 歩浜 敏夫・松浦 のぞみ 

田中 孝康・加藤 美智子 中島 光一・奥山 智美 

三森 秀明・酒井 良美 中川 智宏・毛利 桃子 

島田 寛隆・村松 明香 有馬 直樹・若林 亜紀 

柴田 悠貴・松原 麻美 日野 雄樹・天野 友莉香 

田中 雅人・田中 くるみ 岡本 圭祐・塚越 あみ 

菅井 学 ・尚和 由里子  佐藤 文紀・佐藤 裕子 

以上 


