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2017 年度世界ショーダンス選手権大会日本代表派遣選手選考競技会 

第１第１第１第１６６６６回プロフェショナル統一全日本ショーダンス選手権大会回プロフェショナル統一全日本ショーダンス選手権大会回プロフェショナル統一全日本ショーダンス選手権大会回プロフェショナル統一全日本ショーダンス選手権大会    

（兼 全日本ダンス選手権大会 プロフェッショナル ボールルームショーダンス部門 ラテンアメリカンショーダンス部門） 

＆＆＆＆    

ワールドスーパースターズワールドスーパースターズワールドスーパースターズワールドスーパースターズ    プレゼンツプレゼンツプレゼンツプレゼンツ    

ジャパンジャパンジャパンジャパン    ダンスダンスダンスダンス    アワードアワードアワードアワード    

 

併催競技会 

第２回プロフェッショナル統一全日本シニアボールルームダンス選手権大会 

（兼 全日本ダンス選手権大会 プロフェッショナル シニアボールルーム部門） 

第２回プロフェッショナル統一全日本シニアラテンアメリカンダンス選手権大会 

（兼 全日本ダンス選手権大会 プロフェッショナル シニアラテンアメリカン部門） 

第３回プロフェッショナル TOKYO BAY OPEN ボールルーム選手権大会 

第３回プロフェッショナル TOKYO BAY OPEN ラテンアメリカン選手権大会 

アマチュア・シニア４５＆５５＆６５ボールルーム競技会 

    

大会要項大会要項大会要項大会要項    

１．日時 平成２８年１１月２７日（日） １０：３０～２０：３０ 

 

２．会場 ニューピアホール（東京都港区海岸 1－11－1  ニューピア竹芝ノースタワー１F） 

 

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．協賛 ワールドスーパースターズ  

 

６．競技内容 

  アマチュア・シニア ボールルーム オーバー４５（W・Q 準決より W・F・Q） 

  アマチュア・シニア ボールルーム オーバー５５（W・F 準決より W・T・F） 

  アマチュア・シニア ボールルーム オーバー６５（W・T 準決より W・T・F） 

  プロフェッショナル・TOKYO BAY OPEN ボールルーム（W・T・F・Q 準決勝より W・T・Ｖｗ・F・Q） 

  プロフェッショナル・TOKYO BAY OPEN ラテンアメリカン（C・S・R・P 準決勝より C・S・R・P・Ｊ） 

  プロフェッショナル統一全日本シニアボールルーム選手権大会（W・T・F・Q 準決勝より W・T・Ｖｗ・F・Q） 

（兼 全日本ダンス選手権大会 プロフェッショナル シニアボールルーム部門） 

  プロフェッショナル統一全日本シニアラテンアメリカン選手権大会（C・S・R・P 準決勝より C・S・R・P・Ｊ） 

（兼 全日本ダンス選手権大会 プロフェッショナル シニアラテンアメリカン部門） 

  プロフェショナル統一全日本ショーダンス選手権大会 ボールルーム & ラテンアメリカン 

（兼 全日本ダンス選手権大会 プロフェッショナル ボールルームショーダンス部門 ラテンアメリカンショーダンス部門） 
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７．出場資格 

  ○プロフェショナル統一全日本ショーダンス選手権大会 ボールルーム & ラテンアメリカン 

    ３団体（JCF・JDC・JBDFI/JBDC）各４組ずつの選抜競技会 

  ○プロフェッショナル統一全日本シニア選手権大会 ボールルーム & ラテンアメリカン 

    男女ともに４０歳以上の国内プロフェッショナル選手 

  ○アマチュア年齢別シニア競技会 

    国内すべてのアマチュア選手 

オーバー４５は男性が４５歳以上の国内アマチュア選手 

オーバー５５は男性が５５歳以上の国内アマチュア選手 

オーバー６５は男性が６５歳以上の国内アマチュア選手 

 

８．入賞特典 『第 3 回プロフェッショナル TOKYO BAY OPEN 選手権』決勝入賞者は、 

       「第 4 回 TOKYO BAY OPEN」の１次予選を免除される。 

但し、同一パートナーにかぎる。 

 

９．肖像権  本大会のいっさいの肖像権はその使用目的にかかわらず、全ての権限は主催者にある。 

 

10．審査  一般社団法人ＮＤＣＪ加盟３団体から選出された日本人審査員とＷＤＣ登録外国人審査員 

 

11．出場料  アマチュア部門       ￥ ６,０００ 

        プロフェッショナル部門   ￥ ７,０００ 

               統一ショーダンス     ￥ １５,０００ 

 

       ≪振込先≫ 三菱東京 UFJ 銀行 銀座通支店 

             普通預金 口座番号 ００８０６１５  オオヤマタダマサ 

       ※出場申込と同時に納入してください 

       ※出場申込締め切り    11 月７日（月） 

 

12．出場申込先  日本プロフェッショナルダンス競技連盟（JCF）東部総局事務局 

                      〒１５０－００１３ 

              東京都渋谷区恵比寿４－５－２３ ルイシャトレ恵比寿４１０ 

                     TEL ＆ FAX      ０３－５４２１－８２２３   

インターネット申込 

http://www.jcf-tokyo.com/ または http://www.jcf-tohbu.net/ 

 

13．入場料  ＳＳ席  ￥１５,０００      Ｓ席  ￥１２,０００ 

         Ａ席  ￥１０,０００        Ｂ席   ￥８,０００ 

     ≪チケット申込先≫  〒１５０－００１３ 

                    東京都杉並区高円寺南４－５１－１（高架下） 

                   高円寺毛塚ダンス教室内 藤岡明美 

                    TEL ＆ FAX      ０３－３３３８－８５３８ 
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14．賞金    統一全日本ショーダンス ／ １２・８・５・４・３・２（万円） 

               TOKYO BAY OPEN  ／  ６・４・３・２・１・１（万円） 

        統一全日本シニア    ／   ４・３・２・１・１・１（万円） 

 

15．オナーダンス  プロ優勝者には、オナーダンスが義務づけられる。 

 

16．選手更衣室 

    アマチュア／入口入って右側パテーションスペース（図A） 

    プロフェッショナル（ショーダンス）／下手通路控室（図 B） 

    プロフェッショナル（ショーダンス以外）／下手ショーダンス控室手前（図 C） 

    ≪注意事項≫Ⅰ．今回は、通路などでの選手待機スペース使用は、ご遠慮下さい。 

その代りに、各選手に 2名様指定席を当日受付にて渡します。 

帰る場合は指定チケットを返却してください。 

（後から来る選手と交代になります。） 

          Ⅱ．手荷物は、決められた場所か、椅子の下に置いてください。 

          Ⅲ．貴重品は、各自責任をもって保管してください。 

 

17．ニューピアホール更衣室 レイアウト 
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ワールドスーパースターズ プレゼンツ 

ジャパンダンスアワード 

                   アマプロミックスダンス 

                                                            アマチュアデモンストレーション 

                    イベント要項イベント要項イベント要項イベント要項    

 

1. ワールドスーパースターズ プレゼンツ 一般社団法人ＮＤＣＪ ジャパンダンスアワード ２０１６ 

    ①2016年 NDCJ 主要選手権総合成績（ポイント制）発表 

        2 月２１日  『アジアオープンダンス選手権大会』     日本武道館 

        ６月 or11 月 『    未 定      』       （JBDC 主管） 

        ９月１８日  『ギャラクシーマスターズ選手権大会』    日本武道館 

       １１月 ３日  『バルカーカップ統一全日本ダンス選手権』  プリンスホテル：飛天 

      ※日本人最上位※日本人最上位※日本人最上位※日本人最上位からからからから 10101010・９・８・７・６・５・９・８・７・６・５・９・８・７・６・５・９・８・７・６・５        準決１（ポイント）準決１（ポイント）準決１（ポイント）準決１（ポイント）    

                       順位の確定方法 

準決勝以下の場合、そのラウンドのチェック数にて順位を確定 

更に同チェック数の場合、その直前のラウンドのチェック数にて確定 

 

        3 月２７日 『 第 2 回 TOKYO  BAY 選手権 』      ニューピアホール 

       １１月２７日 『 第 3 回 TOKYO  BAY 選手権 』      ニューピアホール  

               ※優勝から※優勝から※優勝から※優勝から 3333・・・・2222・・・・1111    （ポイント）（ポイント）（ポイント）（ポイント）    

         注）カップルの両者とも、ＷＤＣインターナショナルライセンスを保持している（一般社団 

法人ＮＤＣＪの選手会員である）カップルに、ポイントは付与される。 

        又、カップル単位での付与とする。（別のカップルの場合は合計されない） 

    

             ②上位より 3 組のプロデモンストレーション（計６曲） 

       当日、デモンストレーションが踊れるカップルの上位より３組にオナーダンスを踊って頂き、 

          賞金として、それぞれ上位より、８万円、５万円、３万円が支払われる。 

 

 ２、アマプロミックスダンス 

   ①3 団体対抗現役、OB 別アマプロミックスダンス競演 

   ②各団体 2 組ずつ８種目（J、VW を除く） 

   ③出場料  1種目 10,000円（指定席付き） 

   

 ３、アマチュアデモンストレーション 

   ①各団体 2 組ずつ 

   ②出演料      70,000円（指定席 2枚付き） 

 

 ４、プロフェッショナル世界選手権大会日本代表選手デモンストレーション 

   日本代表選手で、当日、デモンストレーションが踊れるカップルには、オナーダンスを踊って頂き、 

謝礼として、それぞれ３万円が支払われる。 

   （予定）全日本２組、10 ダンス１組、シニア２組 

 

 ５、アマチュア統一全日本チャンピオンデモンストレーション 2 組（予定） 


