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２０１９年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１８回プロフェッ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） 

 

 

 

併催競技会 

第４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４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５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５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５０＆６０＆７０ボールルーム競技会 

 

大会要項 

 

１．日  時   平成３０年１１月２５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 

  ○プロフェッ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） 

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

○アマチュア・シニア ボールルーム オーバー５０（Ｗ・Ｑ 準決勝よりＷ・Ｆ・Ｑ） 

○アマチュア・シニア ボールルーム オーバー６０（Ｗ・Ｆ 準決勝よりＷ・Ｔ・Ｆ） 

○アマチュア・シニア ボールルーム オーバー７０（Ｗ・Ｔ 準決勝よりＷ・Ｔ・Ｆ） 

＆ 
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 
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７．出場資格 

  ○プロフェッ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 

    一般社団法人ＮＤＣＪ選手会員（ＷＤＣインターナショナルライセンス選手登録者）で各団体

より４組ずつ選抜された計１２組 

  ○プロフェッショナル統一全日本シニアダンス選手権大会 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 

  ○プロフェッショナル ＴＯＫＹＯ ＢＡＹ ＯＰＥＮ 選手権大会 

全て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 

全ての国内アマチュア選手 

オーバー５０は、男性が５０歳以上の国内アマチュア選手 

オーバー６０は、男性が６０歳以上の国内アマチュア選手 

オーバー７０は、男性が７０歳以上の国内アマチュア選手 

 

８．入賞特典   第５回プロフェッショナル ＴＯＫＹＯ ＢＡＹ ＯＰＥＮ 選手権大会決勝入賞者は、第

６回プロフェショナル ＴＯＫＹＯ ＢＡＹ ＯＰＥＮ 選手権大会の１次予選を免除され

ます。 但し、同一パートナーに限ります。 

 

９．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

ります。 

 

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で行います。（外国人

審査員が加わる場合もあります。） 

 

11．出 場 料   統一ショーダンス   ￥１５，０００ 

プロフェッショナル  ￥ ７，０００ 

         アマチュア      ￥ ６，０００ 

         ※出場料は出場申込書と共に、現金書留にてお送りください。 

 

12．出場申込先  所定の出場申込書により、出場料及び返信用ハガキ（返信先住所及び氏名記入）を

添えて、下記宛に１０月３１日（水）必着で現金書留にてお送りください。 

［公益財団法人日本ボールルームダンス連盟事務局 統一ショーダンス係］ 

          〒１０３－０００７ 東京都中央区日本橋浜町２－３３－４ 日本ダンス会館３Ｆ 

ＴＥＬ：０３－５６５２－７３５１ ＦＡＸ：０３－５６５２－７３５５ 

 

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≫ 各団体にお問い合わせください。 

【ＪＢＤＦ】公益財団法人 日本ボールルームダンス連盟 事務局 

〒１０３－０００７ 

 東京都中央区日本橋浜町２－３３－４ 日本ダンス会館３Ｆ 

  ＴＥＬ：０３－５６５２－７３５１ ＦＡＸ：０３－５６５２－７３５５ 

【ＪＤＣ】公益社団法人 日本ダンス議会 事務局 

〒１０４－００３２ 

東京都中央区八丁堀２－２２－６ 高野ビル４階 

ＴＥＬ：０３－３２９７－２１０５ ＦＡＸ：０３－３２９７－２１０７ 
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【ＪＣＦ】高円寺毛塚ダンス教室 

〒１６６－０００３ 東京都杉並区高円寺南４－５１－１ 

ＴＥＬ＆ＦＡＸ：０３－３３３８－８５３８ 

 

14．賞 金 等   ①統一ショーダンス（ボールルーム・ラテンアメリカン共） 

１位   １２万円     賞状 

２位    ８万円      〃 

３位    ５万円      〃 

４位    ４万円      〃 

５位    ３万円      〃 

６位    ２万円      〃 

         ②統一全日本シニア（ボールルーム・ラテンアメリカン共） 

１位    ４万円     賞状 

２位    ３万円      〃 

３位    ２万円      〃 

４位    １万円      〃 

５位    １万円      〃 

６位    １万円      〃 

         ③ＴＯＫＹＯ ＢＡＹ ＯＰＥＮ（ボールルーム・ラテンアメリカン共） 

１位    ６万円     賞状 

２位    ４万円      〃 

３位    ３万円      〃 

４位    ２万円      〃 

５位    １万円      〃 

６位    １万円      〃 

         ④アマチュア・シニア５０＆６０＆７０（ボールルーム） 

           １位～６位  賞状 

 

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ます。 

 

16．選手更衣室  プロフェッショナル（ショーダンス）／下手通路控室 

         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 

         アマチュア／入口入って右側パーテーションスペース 

 

17．注意事項   ①控室のスペースが少ない為、控室の使用は着替えのみとし、観客席・控室・通路

等に選手の待機用の席を用意しますので、そちらを使用してください。 

②手荷物等は、敷物等はなるべく使用せずに決められた場所か、椅子の下に置いて

ください。 

③貴重品は、各自責任をもって保管してください。 

 


