『ユニバーサルグランプリジャパンオープンダンス選手権＆併催競技会』
OPEN TO THE WORLD

大 会 要 項

【プロフェッショナルの部 大会要項】
JCF・NDCJ 公認 ユニバーサルグランプリジャパンオープンダンス選手権＆併催競技会を下記の通り開催致します。
出場希望の選手は この大会要項を熟読の上、出場の申し込みをして下さい。
１．日 時

2021 年 3 月 14 日（日） 9：00～21：00

２．会 場

グランドプリンスホテル新高輪 飛天

３．主 催

日本プロフェッショナルダンス競技連盟 東部総局

４．公 認

NPO 法人日本プロフェッショナルダンス競技連盟（JCF） 一般社団法人 NDCJ

５．後 援

日本競技ダンスプロフェッショナル選手会（JPCL）

６．審 査

日本人審査員による複数審査と致します。

７．開催内容

＜プロフェッショナル＞

競技№

競技会名

（1）ユニバーサルグランプリ ボールルームダンス選手権

（W．T．Vw．F．Q 単科）

（2）ユニバーサルグランプリ ラテンアメリカンダンス選手権

（C．S．R．P．J 単科）

（3）ライジングスター ボールルームダンス競技会

（W．T．F．Q）

（4）ライジングスター ラテンアメリカダンス競技会

（C．S．R．P）

（5）シニアスター ボールルームダンス競技会

（W．T．F．Q）

※ ユニバーサルグランプリ選手権及びライジングスター競技会は、ボールルームとラテンの重複出場はできません。
※ ライジングスターラテンとユニバーサルグランプリボールルーム、ライジングスター・シニアスターボールルームと
ユニバーサルグランプリラテンの重複出場は可能です。
※ ユニバーサルグランプリ選手権は、JCF 登録選手の年度末昇降級審議の参考対象競技会となります。
※ ユニバーサルグランプリ選手権はベスト24 から5 種目単科、それまでは4 種目総合となります。
種目毎に優勝者を選出致します。
※ シニアスター及びライジングスター競技会は JCF 東部総局 A 級公式競技会となります。
※ シニアスターボールルーム及びライジングスターボールルームは、
予選は2 種目 W／T
※

準決勝は3 種目 W／T／F

決勝は4 種目 W／T／F／Q と致します。

ライジングスターラテンは、
予選は2 種目 C／R

準決勝は3 種目 C／S／R

決勝は4 種目 C／S／R／P

と致します。

８.［出場料］
・JCF 登録選手は 1 セクション 9,000 円、
・JCF 未経由登録選手及び NDCJ 加盟他団体登録選手は 1 セクション 11,000 円になります。
・JCF・JDC・JBDF いずれにも登録しいていない選手は 13,000 円になります。
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９．出場資格
・ユニバーサルグランプリ選手権（ボールルーム・ラテン）は全てのプロフェッショナル選手。
ボールルーム 72 組、ラテン 40 組の申し込みを受け付けます。
・シニアスターボールルーム競技会は男性 40 歳以上の全てのプロフェッショナル選手。
32 組の申し込みを受け付けます。
・ライジングスター競技会（ボールルーム・ラテン）は 2019 年度ユニバーサルグランプリ選手権の 4 種目以上決勝
入賞者以外の全てのプロフェッショナル選手。ボールルーム 32 組、ラテン 24 組の申し込みを受け付けます。
・NDCJ 公認大会です。
「JBDF 登録選手」
「JDC 登録選手」が出場される場合は、出場料 11,000 円
（JCF・JDC・JBDF いずれにも登録しいていない選手は 13,000 円）とさせて頂きます。
※大会進行時間上、ユニバーサルグランプリダンス選手権（ボールルーム・ラテン）は「JBDF 登録選手」
「JDC 登録選手」
「JCF・JDC・JBDF いずれにも登録していない選手」合わせて 20 組まで出場可能（先着順）
締切日以前に定数に達した場合は、過去の成績により選抜させて頂きます。

１０．海外一般参加選手
主催者の費用負担がない、自費参加選手で全てのセクションで主催者に適当と認められた海外選手

１１．出場申込先
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 03－5421－8226
FAX 03－5421－8223
携帯 090－8172－8887
＜業務時間＞ 火曜日・金曜日 12：00～17：00 メールアドレス
jcf-jim@jcf-honbu.com

１２．申込方法 （どちらかを選択して下さい）
① JCF ホームページよりオンラインフォームでの申し込み。
≪http://www.jcf-tokyo.com≫
JCF ホームページ QR コード

返信メールをプリントアウトして当日選手受付にお持ち下さい。
選手受付時間をホームページで確認して下さい。
②所定の本大会専用出場申込書と返信先記入の官製はがき１葉を同封の申し込み。
出場料は、下記口座に振り込みをお願いいたします。当日は、支払いに応じられません。
※エントリー費を振込む場合は必ず「個人名（申込書のリーダー氏名）
」にてお願いします。

１３．エントリー費振込先口座名
三菱 UFJ 銀行

駒込支店

店番 061

口座番号(普通預金)

0313730

JCF 東部総局 会計 吉岡直子（ジェイシーエフトウブソウキョクカイケイヨシオカナオコ）
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１４．申込締切期日及びエントリー費振込期日

申込／エントリー費振込共に

２０２１年 ２月 １３日（土）必着
※締切日以降の受付は一切致しません。

１５．賞

金

ユニバーサル(ボールルーム・ラテン共)

シニアスターボールルーム

ライジングスター(ボールルーム・ラテン共)

１位

￥30,000（税込） 各種目

１位

￥20,000（税込）

１位

￥20,000 (税込)

２位

￥20,000（税込） 各種目

２位

￥16,000（税込）

２位

￥16,000 (税込)

３位

￥15,000（税込） 各種目

３位

￥14,000（税込）

３位

￥14,000 (税込)

４位

￥10,000（税込） 各種目

４位

￥10,000（税込）

４位

￥10,000 (税込)

５位

￥10,000（税込） 各種目

５位

￥10,000（税込）

５位

￥10,000 (税込)

６位

￥10,000（税込） 各種目

６位

￥10,000（税込）

６位

￥10,000 (税込)

※ライジングスター競技会は出場組数によっては JCF 東部総局通常競技会賞金規定を適用させて頂きます。

１６．肖像権

本大会の全ての権利、並びに肖像権に付いては、主催者側に有するものとする。
当日 JCF You Tube チャンネルにてライブ配信を予定しています。
詳細は決まり次第ホームページや Twitter でお知らせ致します。

１７．オナーダンス
ユニバーサルグランプリ総合優勝者には１曲のオナーダンスを義務付けられます。

１８．入場券（前売り）

SA

￥34,000（ディナー、プログラム付）

A

￥29,000（ディナー、プログラム付）

B

￥ 9,000（プログラム付）

１９．各種問合せ先
ＪＣＦ東部総局事務局 Tel 03－5421－8226
＜業務時間＞ 火曜日・金曜日

２０．動画・写真撮影

２１．欠場料

Fax 03－5421－8223

12：00～17：00

携帯 090－8172－8887

メールアドレス jcf-jim@jcf-honbu.com

入場券・出場料とは別に撮影料として別途料金を申し受けます。

申込締切日を過ぎてからの欠場は欠場料としてエントリー費を頂きます。

２２. 注意事項
競技会は自己の健康管理の上出場して頂き、競技中に発生した事故について、主催者は応急処置等の対応は
行いますが、その後の処置については責任を負いかねます。
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２３．新型コロナウイルス感染予防策
JCF 東部総局では,競技会運営に当たりコロナウイルス感染拡大防止の観点から参加者全員の安全、
健康を第一に考え下記のガイドラインに沿い進めて参ります。
Ⅰ）大会に参加する全ての選手と観覧のお客様へのお願い
① 以下の事項に該当する場合は参加の見合わせをお願い致します。
•

体調がよくない場合（発熱・咳・頭痛等の症状のある場合）

•

同居家族や身近で接触した知人に感染が疑われている場合。

•

過去１４日以内に政府からの入国制限のある地域へ渡航または当該在住者と濃厚接触がある場合。

② マスクを持参し着用。
③ こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒をすること。
④ 大会中に大きな声で会話、応援等をしないこと。
⑤ 感染防止のため主催者が決めた措置の遵守、また主催者の指示にしたがうこと。
（お聞きいただけない場合、退出いただくことがあります）
⑥ 大会終了後、２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、主催者に速やかに、
濃厚接触者の有無等について報告をお願いします。
Ⅱ）大会当日の受付での対応
① 当日受付窓口では手指消毒剤を設置いたします 。
② 入場者全員、非接触型体温計で検温いたします (37.5 度以上ある方は入場をお断りします)
③ 受付にはアクリル板等、遮蔽できるものを用意いたします 。
Ⅲ）選手へのお願い
①

当日控室は人数制限を設けますので係員の誘導に従ってください。

②

控室では大声での会話はお控えください。

③

カップル間であってもタオルの共用、ドリンクの回し飲みはおやめください 。

④

競技中も各自持参のマスクの着用をお願いします。

④ フロアー上での位置取りの際はできるだけ他のカップルとの位置を開けてください。
⑤ 競技終了後は速やかに着替え、控室からの退出をお願いします。
⑥ 表彰式での他のカップルとの握手、ハグなどはお控えください。
⑦ 大会終了後、大人数での会食はご遠慮ください。
⑧ トレーナー等を会場内へ帯同することは、一切禁止いたします。会場以外の場所に帯同した場合は、
選手個人の責任となり、主催者は一切関わりありませんので、ご承知おきください。
Ⅳ) JCF の準備
① 役員、審査員も終日マスクを着用いたします。
② 当日共有物や多くの人が触れる場所等を定期的に消毒いたします。
③ できるだけ密にならないようヒート組をいたします。
以上、ご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。
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『ユニバーサルグランプリ選手権＆併催競技会』
プロフェッショナル出場申込書
出場するセクションに ✔ を付けてください
出場料

競技会名

JCF 登録選手

JCF・JDC・
JCF 経由登録無し JBDFいずれに
NDCJ 登録選手
も登録してない
選手

ユニバーサルグランプリ ボールルーム選手権 (単科)

¥9,000

¥11,000

￥13,000

ユニバーサルグランプリ ラテンアメリカン選手権（単科）

¥9,000

¥11,000

￥13,000

ライジングスター ボールルーム競技会

¥9,000

¥11,000

￥13,000

ライジングスター ラテンアメリカン競技会

¥9,000

¥11,000

￥13,000

シニアスター ボールルーム競技会

¥9,000

¥11,000

￥13,000

※ ユニバーサルグランプリ及びライジングスターは、ボールルームとラテンの重複出場はできません。
※ ライジングスターラテンとユニバーサルグランプリボールルーム、ライジングスター・シニアスターボールルームと
ユニバーサルグランプリラテンの重複は可能です。

フリガナ

リ ー ダ ー 氏 名

フリガナ

パートナー氏名
所属団体

教

所属総局

室

絡

所持級

B

L

名

リーダー生年月日
連

登録番号

シニアスターに出場の選手はご記入ください
西暦
年
月
日

歳

先 住所 〒

氏名
TEL.

FAX.

返信用の官製はがき１枚（返信先の住所氏名を明記のこと。裏面は白紙のまま）を同封し、申し込んでください。
重複出場でもはがきは 1 枚でかまいません。
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