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日本プロダンス協議会（JNCPD公認） 

『2013全日本オープンプロフェッショナル 10ダンス選手権大会』 

［2014 世界プロフェッショナル 10ダンス選手権代表選手選考会］ 
 
 

JDC公認（公認No.201357）・DSCJ公認（公認No.131117） 

併催競技 プロライジングスター・プロ級別・アマ級別競技会 
 
 
  2013年度 全日本オープンプロフェッショナル１０ダンス選手権大会 （2014年世界オープン 

プロフェッショナル１０ダンス選手権出場日本代表選手選考会）を下記の通り開催致します。 
 
 

大 会 要 項 

【開催日時】  2013年11月17日（日）ＡＭ 10:00～ＰＭ 7:00 

【会  場】  ロワジールホテル豊橋 

      豊橋市藤沢町141  Tel（0532）48-3131 

【主  催】  公益社団法人 日本ダンス議会(JDC)  

【主  管】  公益社団法人 日本ダンス議会中部総局 

【公  認】  日本ダンス協議会(JNCPD)  

【後  援】 豊橋市 

豊川市 

新城市 

中日新聞社 

東海テレビ放送 

日本ダンス議会諸団体  

 

【開催内容】 

1. 全日本オープン プロフェッショナル 10ダンス選手権 

2. プロフェッショナル ライジングスター ボールルームダンス競技会 

3. プロフェッショナル ライジングスター ラテンアメリカンダンス競技会 

4. プロフェッショナル ＤＮ級 ボールルームダンス競技会 

5. プロフェッショナル ＤＮ級 ラテンアメリカンダンス競技会 

6. アマチュア オープン スタンダードダンス競技会 

7. アマチュア オープン ラテンアメリカンダンス競技会 

8. アマチュア Ｂ級 スタンダードダンス競技会 

9. アマチュア Ｂ級 ラテンアメリカンダンス競技会 

10. アマチュア Ｃ級 スタンダードダンス競技会 

11. アマチュア Ｃ級 ラテンアメリカンダンス競技会 

12. アマチュア Ｄ級 スタンダードダンス競技会 

13. アマチュア Ｄ級 ラテンアメリカンダンス競技会 

14. アマチュア ノービス級 スタンダードダンス競技会 

15. アマチュア ノービス級 ラテンアメリカンダンス競技会 



2 

【競技種目及び出場資格】 

１.  全日本オープンプロフェショナル１０ダンス選手権 

（ボールルーム）  Ｗ・Ｔ・Ｖ・Ｆ・Ｑ 

（ラテンアメリカン） Ｃ・Ｓ・Ｒ・Ｐ・Ｊ  １０種目総合 

（出場資格）2013年度公益社団法人日本ダンス議会(JDC)・財団法人日本ボールルームダン

ス連盟(JBDF)・日本プロフェッショナル競技ダンス連盟(JCF)３団体に登録完

了しているＤ級以上の国内選手。 以下(JDC)(JBDF)(JCF)と称す。 

      (JDC)(JBDF)(JCF)３団体より推薦された各１６組、合計４８組 

尚、合計組数に満たない場合は主催者(JDC)が不足組数を補充することが出来

るものとする。  ※ 他のセクションに重複出場不可。 

２.３  プロフェッショナル  ライジングスター競技会 

 （ボールルーム）        Ｗ・Ｔ・Ｆ・Ｑ   ４種目総合 

 （ラテンアメリカン）     Ｃ・Ｓ・Ｒ・Ｐ   ４種目総合  

（出場資格） (JDC)(JBDF)(JCF)３団体に登録のプロフェッショナルの選手。 

 但し、過去１年において各総局内での選手権大会決勝入賞者を除く。 

※ 両セクションに重複出場可｡ 

４.５  プロフェッショナル ＤＮ級競技会 

   （ボールルーム）     Ｔ・Ｆ   ２種目総合 

   （ラテンアメリカン）   Ｒ・Ｐ   ２種目総合 

   （出場資格） (JDC)(JBDF)(JCF)３団体に登録のプロフェッショナルの選手。 

※ ノービス級は未登録でも可｡ 

※ 両セクションに重複出場可｡ 

６.７  アマチュアオープン 競技会 

 （スタンダード）        Ｗ・Ｔ・Ｖ・Ｆ・Ｑ   ５種目総合 

 （ラテンアメリカン）     Ｓ・Ｃ・Ｒ・Ｐ・Ｊ   ５種目総合 

（出場資格）ＪＤＳＦ 登録選手。 

※ 両セクションに重複出場可。 

８.９  アマチュアＢ級 競技会 

 （スタンダード）        Ｔ・Ｆ   ２種目総合 

 （ラテンアメリカン）     Ｃ・Ｒ   ２種目総合 

（出場資格）ＤＳＣＪ Ｂ級以下に登録選手。 

※ 両セクションに重複出場可。 

10.11  アマチュアＣ級 競技会 

 （スタンダード）        Ｗ／Ｆ   単科（２区分） 

 （ラテンアメリカン）     Ｃ／Ｐ   単科（２区分） 

（出場資格）ＤＳＣＪ Ｃ級以下に登録選手。 

※ 両セクションに重複出場可。 

12.13  アマチュアＤ級 競技会 

 （スタンダード）        Ｗ／Ｔ   単科（２区分） 

 （ラテンアメリカン）     Ｓ／Ｒ   単科（２区分） 

（出場資格）ＤＳＣＪ Ｄ級以下に登録選手。 

※ 両セクションに重複出場可。 

14.15  アマチュアノービス級 競技会 

（スタンダード）        Ｗ／Ｔ   単科（２区分） 

 （ラテンアメリカン）     Ｃ／Ｒ   単科（２区分） 

※ 両セクションに重複出場可。 
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【審 査 員】 

（全日本オープンプロフェショナル１０ダンス選手権） 

(JDC)(JBDF)(JCF)３団体に登録された審査員によりスタンダード及びラテンアメリカン 

ダンスの部を担当。(JDC)(JBDF)(JCF)３団体より推薦された各３名、合計９名 

（プロフェッショナル ライジングスター･ＤＮ級・アマチュア競技会） 

       主催者（JDC）公認審査員による複数制とする。 

 

【出場申し込み方法】 

（プロフェッショナル選手） 

所定の申込用紙に必要事項を記入の上、出場料を郵便振込(競技会名を明記)した写しと 

返信用葉書を同封の上、期日までにＪＤＣ中部総局大会事務局へ郵送してください。 

ＪＤＣ中部総局事務局  

〒464-0858名古屋市千種区千種1-30-2 古井ノ坂ビル201号 

(TEL 052-745-2345 FAX 052-745-2346) 

郵便振替口座 JDC中部総局 競技部     口座番号00830-5-88490番 

（アマチュアＪＤＳＦ登録選手及び未登録選手） 

ＤＳＣＪ標準様式用紙に記入し、出場料を郵便振込(競技会名を明記)した写しと 

返信用葉書を同封の上、期日までに事務局へ郵送してください。 

ＤＳＣＪ競技会中部事務局  

〒464-0858名古屋市千種区千種1-30-2 古井ノ坂ビル201  

  (TEL 052-745-2345 FAX 052-745-2346) 

郵便振替口座 ＤＳＣＪ競技会中部事務局     口座番号00840-1-204447番 

 

【申 込 締 切】 

１０月１９日（土）必着の事 

 

【出 場 料】 

プロフェショナル１０ダンス選手権 ￥8,000 

プロライジングスター・ＤＮ級・アマチュア ￥5,000 

（但し、ＪＤＣ未登録プロ選手￥10,000） 

尚、出場申し込み後の出場料の返戻は致しません。 

 

【賞 金・賞 品】 

１. 全日本オープンプロ１０ダンス選手権 総合 

 １ 位  ＪＤＣ中部  賞状 賞金 ２０万円 

 ２ 位   賞状 賞金 １５万円 

 ３ 位   賞状 賞金 １０万円 

 ４ 位   賞状 賞金  ８万円 

 ５ 位   賞状 賞金  ６万円 

 ６ 位   賞状 賞金  ５万円 

 準決勝入賞  賞状 賞金   ２万円 

２. 全日本オープンプロ１０ダンス選手権（ボールルーム・ラテン共）単科 

 １ 位  ＪＤＣ中部 賞状 賞金  ２万円 

 ２ 位   賞状 賞金   １万５千円 

 ３ 位   賞状 賞金  １万円 

 ４ 位   賞状 賞金  ８千円 
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 ５ 位   賞状 賞金  ７千円 

 ６ 位   賞状 賞金  ６千円 

３. プロフェショナル・ライジングスター・ＤＮ級（ボールルーム・ラテン共） 

  １ 位 〜 ６ 位 ＪＤＣ中部 賞状 賞金   

４.  アマチュア オープン・Ｂ級・Ｃ級・Ｄ級・ノービス級（スタンダード・ラテン共） 

  １ 位 〜 ６ 位 ＪＤＣ中部 賞状 副賞 

 

【オナーダンス】 

プロフェショナル１０ダンス選手権の優勝者、準優勝者は世界選手権代表選手選抜を祝し、

無償で各１曲踊る。 

 

【入場券・指定席券】 

 前売券  4,000円 当日券 5,000円   

指定席 Ａ席 6,000円  Ｂ席 4,000円  Ｃ席 2,000円 

 

【ビデオ撮影】 

 ビデオ撮影料 １台につき￥10,000(１１月１５日までに要予約)  

 

【肖 像 権】 

 本大会の全ての権利並びに肖像権については、主催者側に有するものとする。 

 

【問い合せ先】 

ＪＤＣ中部総局 大会事務局 上記【申 込 先】参照。 

 

日本ダンス議会では､出場受付ならびに大会成績をホームページ上に発表します。又、日本ダン

ス議会主催競技会等の案内状を送付させていただくことがあります。以上の点をご了解の上で

出場申し込みをお願い致します。 

 


