2019 ＷＤＣ ワールド スーパー シリーズ

アジアオープン ダンス選手権大会
東京都知事杯

大

会

要

項

1

日時

平成３１年２月２４日（日）

ＡＭ８：３０～ＰＭ９：３０

2

会場

日本武道館

3

主催

公益社団法人日本ダンス議会（ＪＤＣ）

4

公認

ＷＤＣ、ＡＤＯ、ＮＤＣＪ

5

後援

(厚生労働省／スポーツ庁／東京都/（公財）日本プロスポーツ協会 申請中）、

（東京都千代田区北の丸公園２－３）
東京メトロ九段下駅（東西線・半蔵門線・都営新宿線）

6 競技内容 【１】 ワールドスーパーシリーズ アジアオープン プロフェッショナルダンス選手権大会
○ ボールルーム部門:準々決勝まで４種目、準決勝よりＶＷが加わり５種目
○ ラテンアメリカン部門：準々決勝まで４種目、準決勝よりＪが加わり５種目
【２】 アジアクローズ プロフェッショナルダンス選手権大会
（アジアクローズ：日本外務省が定めるアジア地区国籍保持選手）
○ ボールルーム部門:準々決勝まで４種目、準決勝よりＶＷが加わり５種目
○ ラテンアメリカン部門：準々決勝まで４種目、準決勝よりＪが加わり５種目
※【１】【２】の同部門、重複出場は可能です。
【３】 アマチュアオープンダンス選手権大会
○ ボールルーム部門:準々決勝まで４種目、準決勝よりＶＷが加わり５種目
○ ラテンアメリカン部門：準々決勝まで４種目、準決勝よりＪが加わり５種目
※重複出場は不可です。
7

シード

【１】 ワールドスーパーシリーズ アジアオープン プロフェッショナルダンス選手権大会
2018年度の準々決勝入賞者は、２次予選から出場
【２】 アジアクローズ プロフェッショナルダンス選手権大会
○ 2018年度アジアクローズ選手権大会準決勝入賞者は、２次予選から出場
決勝入賞者は、３次予選から出場
○ 2018年度アジアダンスオーガナイザーズランキングトップ１２位以内入賞者は、
２次予選から出場
【３】 アマチュアオープンダンス選手権大会
2018年度アジアオープン・アマチュアオープン部門決勝入賞者は、２次予選から出場

8 出場資格

○
○

9 出場申込

○ プロフェッショナル部門
※ 所定の出場申込書に出場区分別に【１】アジアオープン、【２】アジアクローズ、
各々にお申し込み下さい。
※ プロフェッショナル部門は各団体ごとに取りまとめてお申し込みください。
※ ＪＤＣ登録選手：必要事項及びＷＤＣ登録の番号を記入し、出場料払込票の写しを添付して
ＪＤＣ事務局までお申し込み下さい。
※ 他登録選手
：必要事項（氏名、住所、セクション、TEL、所属団体名、ＷＤＣ登録の有無、
クラス）を明記し、出場料払込票の写しを添付し下記ＪＤＣ事務局まで
お申し込み下さい。
※ 出場申込書はＪＤＣのホームページに掲載
〇

10 申込締切

プロフェッショナル
アマチュア

：国内・海外プロフェッショナル選手
：国内・海外アマチュア選手

アマチュア部門
出場申込書に必要事項を記入し、出場料払込票の写しを添付し、下記ＪＤＣ事務局まで
お申し込みください。ＦＡＸでの申込可（送受信の有無を確認のこと！）
平成３１年１月２６日（土） 当日消印有効

11

出場料

○ プロフェッショナル部門
※ 国内選手

アジアオープン
アジアクローズ

￥ １６，０００－
￥ １４，０００－

(1)アジアオープン競技会の出場について
①ＪＤＣ登録選手は￥２，０００－の割引きが受けられます。
②ＮＤＣＪ加盟団体登録選手は￥１，０００－の割引きが受けられます。
③ＷＤＣ登録選手（リーダー・パートナー共に）は￥５，０００の割引が受けられます。
(2)アジアクローズ競技会出場について
①ＪＤＣ登録選手は￥２，０００－の割引きが受けられます。
②ＮＤＣＪ加盟団体登録選手は￥１，０００－の割引きが受けられます。
③ＷＤＣ登録選手（リーダー・パートナー共に）は￥５，０００－の割引きが受けられます。
※ ＷＤＣ登録海外選手
アジアオープン
＄１２０
アジアクローズ
＄１００
ＷＤＣ未登録海外選手
アジアオープン
＄１４０
アジアクローズ
＄１２０
○

アマチュア部門

海外選手 ＄１００ / 日本選手 ￥ ９，０００－

出場料払い込み口座
郵便振替口座記号番号 ００１４０－８－６６９５０７
加入者名
（公社）日本ダンス議会
※ （銀行からの振り込みの場合は、）
ゆうちょ銀行 店名:〇一九 当座 ６６９５０７

12

表彰

【１】 ワールドスーパーシリーズ アジアオープン プロフェッショナルダンス選手権大会
決勝入賞者（１位～６位）
１位 12,500ドル
： 賞金（税込）、賞状
２位
9,500ドル
３位
6,500ドル
４位
3,500ドル
５位
2,500ドル
６位
1,500ドル
７位～１２位 1,000ドル
ボビー・ショート杯

：

ボールルーム部門優勝者

【２】 アジアクローズ プロフェッショナルダンス選手権大会
決勝入賞者（１位～６位）
１位
1,800ドル
： 賞金（税込）、賞状
２位
1,400ドル
４位
700ドル
５位
500ドル
７位～１２位
200ドル

賞金

1,600ドル

３位
６位

1,000ドル
400ドル

３位
６位

2,000ドル
1,000ドル

※ 尚、同順位の場合、賞金は合計額を折半する。
７位から１２位は、準決勝のポイントで決定する。
【３】 アマチュアオープンダンス選手権大会
決勝入賞者（１位～６位）
１位
4,000ドル
： 賞金（税込）、賞状
２位
3,000ドル
４位
1,800ドル
５位
1,500ドル
７位～１２位 500ドル
※ 尚、同順位の場合、賞金は合計額を折半する。
７位から１２位は、準決勝のポイントで決定する。

13

オナーダンス

ワールドスーパーシリーズ アジアオープン プロフェッショナルダンス選手権大会優勝者は、
指定された種目のオナーダンスが義務付けられます。
ボールルーム部門 ： ワルツ
ラテン部門 ： チャチャチャ

14 肖 像 権

本大会の一切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ものとする。

15 ドーピング検査

世界アンチドーピング規程に基づくドーピング検査対象大会である。

16

申込・問合せ

・ＪＤＣ事務局
〒１０４－００３２ 東京都中央区八丁堀 ２-２２－６ 高野ビル４階
公益社団法人 日本ダンス議会事務局 アジアオープンダンス選手権大会出場申込
TEL : ０３－３２９７－２１０５(月～金 １０：３０～１７：３０）
FAX : ０３－３２９７－２１０７(２４時間)
E-mail: jdc-office@crux.ocn.ne.jp
URL:
http://www.jdc-dance.org/

係

・JCF東部事務局
〒１５５－００１３ 東京都渋谷区恵比寿４－５－２３ ルイシャトレ恵比寿４１０
日本プロフェッショナルダンス競技連盟
TEL : ０３－５４２１－８２２６
FAX : ０３－５４２１－８２２３
・JBDF国際本部
〒１０３－０００７ 東京都中央区浜町２－３３－４ 日本ダンス会館４F
東部日本ボールルームダンス連盟
TEL : ０３－５６５２－７３６１
FAX : ０３－５６５２－７３６３

17 交通費

海外選手を含むすべての出場選手は自己負担（但し海外選手に限り、オフィシャルホテルと
競技会会場間のシャトルバスは無料にてＪＤＣが手配いたします。）

18 宿泊費

下記の分をＪＤＣが負担(朝食付）。
海外プロフェッショナル出場選手

・2018年度アジアオープンダンス選手権大会24位以内の選手
・2018年度アジアダンスオーガナイザーズランキング12位以内の選手
ＮＤＣＪ登録選手
・2018年度アジアオープンダンス選手権大会24位以内の選手

・2018年度アジアダンスオーガナイザーズランキング12位以内の選手
但し、東部総局選手は除く。
海外アマチュア出場選手
・2018年度アマチュアオープンダンス選手権大会決勝入賞選手

19 オフィシャルホテル

東京プリンスホテル（担当：佐藤）

体調に不調を覚えたり、気分の悪くなった選手は、自己判断にて競技に出場しない様にして下さい。

