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第 4 回チャコット杯プロフェッショナル統一全日本ライジングスターダンス競技大会 

第 6 回ジャンティ杯アマチュア統一全日本ダンス選手権大会 

（兼全日本ダンス選手権大会アマチュア ボールルーム部門・ラテンアメリカン部門） 

併催競技 

統一全日本ジュブナイルダンス選手権大会 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アマチュアジュブナイル ボールルーム部門・ラテンアメリカン部門） 

統一全日本ジュニアダンス選手権大会 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アマチュアジュニア ボールルーム部門・ラテンアメリカン部門） 

ジャンティ杯統一全日本ユースダンス選手権大会（U-21）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アマチュアユース ボールルーム部門・ラテンアメリカン部門） 

統一全日本 シニア 35 ボールルーム 

    統一全日本 シニア 35 ラテンアメリカン 

統一全日本  シニア 50 ボールルーム 

統一全日本  シニア 50 ラテンアメリカン 

 統一全日本  シニア 65 ボールルーム 

大会要項 

1. 日時 平成 30 年 10 月 28 日（日）9：00～20：00 

 

2. 会場 ニューピアホール（東京都港区海岸 1 丁目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 チャコット株式会社 日本バルカー工業株式会社 株式会社 ニナファーム・ジャポン ジャンティ株式会社 

 

6. 後援 ジャパンアマチュアリーグ（Ｊ・Ａ・Ｌ） 

 

7. 競技内容（B:ボールルーム、L:ラテンアメリカ） 

   （1） プロフェッショナル統一全日本ライジングスターダンス競技大会 B 予選 4種目（W,T,F,Q）準決勝より 5種目（W,T,Vw,F,Q） 

  （2）プロフェッショナル統一全日本ライジングスターダンス競技大会 L 予選 4 種目（C,S,R,P）準決勝より 5 種目（C,S,R,P,J） 

  （3）アマチュア統一全日本ダンス選手権大会 B 予選 4 種目（W,T,F,Q）準決勝より 5 種目（W,T,Vw,F,Q） 

  （4）アマチュア統一全日本ダンス選手権大会 L 予選 4 種目（C,S,R,P）準決勝より 5 種目（C,S,R,P,J） 

  （5）統一全日本ジュブナイルダンス選手権大会 B 3 種目（W,T,Q） 

  （6）統一全日本ジュブナイルダンス選手権大会 L 3 種目（C,S,Ｐ） 

  （7）統一全日本ジュニアダンス選手権大会 B 3 種目（W,T,Q） 

  （8）統一全日本ジュニアダンス選手権大会 L 3 種目（C,S,Ｐ） 

  （9）統一全日本ユースダンス選手権大会（U-21）予選 4 種目（W,T,F,Q）準決勝より 5 種目（W,T,Vw,F,Q） 

（10）統一全日本ユースダンス選手権大会（U-21）予選 4 種目（C,S,R,P）準決勝より 5 種目（C,S,R,P,J） 

（11）シニア B 35 4 種目（W,T,F,Q） 

（12）シニア L 35 4 種目（C,S,R,P） 

（13）シニア B 50 4 種目（W,T,F,Q） 

（14）シニア L 50 4 種目（C,S,R,P） 

（15）シニア B 65 3 種目（W,T,F） 
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8. 出場資格 〇プロフェッショナル統一ライジングスターダンス競技大会 

        2017 年バルカーカップ第 18 回統一全日本ダンス選手権の準々決勝以上の入賞者除く国内プロ 

フェッショナル選手。 ボールルーム・ラテンアメリカン両セクションの重複出場は不可。 

          〇アマチュア部門 

           国内全てのアマチュア選手 

          ・統一全日本ジュブナイル選手権大会 両者共小学生以下のカップル（女子同士のカップルも可） 

          ・統一全日本ジュニア選手権大会 両者共中学生以下のカップル（女子同士のカップルも可） 

          ・統一全日本ユース選手権大会（U-21）男性が 21 歳以下の国内アマチュア選手 

          ・シニア 35 B・L 男性が 35 歳以上の国内アマチュア選手 

          ・シニア 50  B・L 男性が 50 歳以上の国内アマチュア選手 

          ・シニア 65  B 男性が 65 歳以上の国内アマチュア選手 

          （注：ジュブナイル・ジュニア・ユースダンス（U-21）部門を除いてボールルーム、 

ラテンアメリカンの重複出場は不可）  

   

9. 招待選手 2017 年アマチュア統一全日本ダンス選手権大会に於いて、ボールルーム、・ラテン共に決勝 6 位まで

の入賞者を本大会の招待選手とする。招待選手は出場料が免除される。 

        但し、資格を取得した競技会とは異なるパートナーと出場する場合は、その資格を失う。 

 

10. オナーダンス 優勝者にはオナーダンスが義務付けられる。 

 

11. 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。 

 

12 .審査員 NDCJ 加盟 3 団体より派遣された審査員から選ばれた複数制審査員によって行われる。 

 

13. 出場料 ジュニア・ジュブナイル部門  3,000 円 

           ユース（U-21）部門         5,000 円 

             その他アマチュア部門    6,000 円 

       プロフェッショナル部門    7,000 円 

               （NDCJ 加盟団体以外の国内プロフェッショナル選手は、10,000 円） 

    

14. お支払方法  

       〇プロフェッショナル部門 

下記に出場料をお振込み下さい。 

         三菱 UFJ 銀行 恵比寿支店 店番 136 口座番号 普通 1025293 

         JCF 東部総局 総務 大山忠政 ジェーシーエフ トウブソウキョク ソウム オオヤマタダマサ 

〇アマチュア部門 

①郵送：各事務局に現金書留にて出場料、申込用紙、返信用ハガキ（返信先記入）を添えてお

申込み下さい。 

②オンラインエントリー：下記に出場料をお振込み下さい。 

         三菱 UFJ 銀行 恵比寿支店 店番 136 口座番号 普通 1025293 

         JCF 東部総局 総務 大山忠政 ジェーシーエフ トウブソウキョク ソウム オオヤマタダマサ 

 

 

15. 出場申込 申込締切日：10 月 5 日（金）当日消印有効 
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      申込書の送付先 

      〇プロフェッショナル 

団体に関わらず、JCF 事務局に、所定の申込用紙に返信用ハガキ（返信先記入）を添えて申込み 

            〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 4-5-23 ルイシャトレ 410 

            JCF 東部総局事務局 TEL 03-5421-8226 FAX 03-5421-8223 

 

               団体に関わらず、JCF オンラインエントリーフォームより申込み 

            JCF ホームページ（www.jcftokyo.com）「競技会日程等お知らせ」にアクセス 

        

〇アマチュア：下記のいずれかに申込み 

       JBDF 事務局、JCF オンラインエントリーフォーム、JDC 事務局、JCF 事務局、J・A・L 窓口 

 

 

16. 入場料 ・A 指定席入場料 7,000 円 ・B 指定席入場料 6,000 円 ・立ち見席(入場料)2,000 円 

       ・全てのアマ 2,000 円 ・プロ無料 ・学生以下(学生証提示で)無料 

        尚、ジュブナイル・ジュニア出場選手において、１カップルにつき保護者は４人まで 

        入場無料(当日、受付にてご同伴で入場受付いたします) 

        ・ビデオ 5,000 円(ジュブナイル・ジュニア無料) 

 

17. 入賞特典  プロフェッショナル統一ライジングスターダンス競技大会に於いて、準決勝入賞者は本年 11 月 3

日に開催されるバルカーカップ第 19 回統一全日本ダンス選手権の第 3 シード選手となり、第 1 次

予選は免除される。 

        又、NDCJ 加盟 3 団体からの選抜選手に入れず、出場申し込みが出来なかった選手には、出場を希

望する場合、出場権が与えられ、同じく第 3 シード選手となり第 1 次予選は免除される。 

        但し、国内プロフェッショナル選手でバルカーカップ第 19 回統一全日本ダンス選手権の出場資格

に反しない選手に限定される。 

 

18. 表彰 〇プロフェッショナル部門 

       決勝入賞者には賞状、および賞金(6 位まで)が贈与されます。 

       1 位 50,000 円、2 位 25,000 円、3 位 20,000 円、4 位 15,000 円、5 位 12,000 円、6 位 10,000 円 

       更に、日本バルカー工業株式会社様より、副賞として賞金が贈与されます。 

        1 位 50,000 円、2 位 25,000 円、3 位 20,000 円、4 位 5 位 6 位 10,000 円 

       尚、ペアの両者とも一般社団法人 NDCJ 選手会員であるペア（両者とも WDC インターナショナルラ

イセンス保持者であるペア）でボールルーム部門とラテンアメリカン部門のそれぞれ上位 3 ペア

に、大会賞金や副賞とは別に、WDC より、WDC ライジングスタースカラーシップ報奨金が授与

されます。 

       

〇アマチュア部門 

       ・決勝入賞者には賞状、トロフィー、その他景品が贈与されます。 

       ・決勝入賞者には NDCJ、J・A・L より、来年度の強化選手認定証が授与されます。 

アジアンオープン翌日海外審査員のコングレス招待、J・A・L 主催国内・海外のトップコーチャー 

講習会優先権・割引等様々な特典が付与される。 
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＊ジャンティ杯 

アマチュア統一全日本ダンス選手権大会・ユースダンス選手権大会（U-21）優勝者及び優勝相当の 1 組を 

ブラックプールへの海外遠征渡航費の補助金としてジャンティ株式会社より各１０万円が贈与されます。 

 ボールルーム部門 ラテンアメリカン部門 

ユースダンス選手権大会（U-21） １０万円 １０万円 

アマチュア統一全日本ダンス選手権大会 １０万円 １０万円 

 

＊ジャパンアマチュアリーグ杯 

シニア 35・ジュニア・ユース（U-21）・アマチュア統一全日本ダンス選手権大会優勝者及び 

優勝相当の 1 組の総計８組にアジアンツアーの海外遠征渡航費の補助金としてジャパンアマチュアリーグより 

各 5 万円が贈与されます。 

 ボールルーム部門 ラテンアメリカン部門 

シニア 35ダンス選手権大会  ５万円 ５万円 

ジュニアダンス選手権大会 ５万円 ５万円 

ユースダンス選手権大会（U-21） ５万円 ５万円 

アマチュア統一全日本ダンス選手権大会 ５万円 ５万円 

 


