２０１１『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】

J.N.C.P.D 及びWDC 公認 ２０１１年６月１２日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

２０１１年 ６月 １２日（日） ８：３０～２１：００（予定）

２．会 場

グランドプリンスホテル新高輪 飛天

３．主 催

内閣府（内閣総理大臣）認証ＮＰＯ特定公益法人日本プロフェッショナルダンス競技連盟（ＪＣＦ）
東部総局

４．公 認

日本プロダンス協議会（ＪＮＣＰＤ）
世界ダンス・ダンススポーツ議会（ＷＤＣ）

５．後 援

日本競技ダンスプロフェッショナル選手会（ＪＰＣＬ）

６．協 賛

チャコット株式会社

７．審 査

ＪＣＦ登録審査員による複数審査と致します。

８．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ジャパンスタンダードダンス選手権

（Ｗ．Ｔ．Ｖｗ．Ｆ．Ｑ．単科）

（２） ユニバーサルグランプリジャパンラテンアメリカンダンス選手権

（Ｃ．Ｓ．Ｒ．Ｐ．Ｊ．単科）

（３） プロフェッショナル日本ボールルームダンス選手権（男性４０歳以上）

（Ｗ．Ｔ．Ｆ．Ｑ．総合）

（４） プロフェッショナル日本選抜スタンダードダンス選手権（男性 170cm 以下）
（Ｗ．Ｔ．Ｆ．Ｑ．総合）
※「ユニバーサルグランプリダンス選手権」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。
◦ スタンダード・ラテンの重複出場が可能です。その他の競技会も重複可能です。
◦ スタンダード・ラテンとも１種目からエントリーできます。
◦ 予選から単科制にて行われます。種目毎に優勝者を選出致します。
◦ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ･ﾗﾃﾝ１０種目に出場された選手の中から「JCF 日本１０ダンス」としまして１位～６位まで選出致します。
◦ 男性がJCF に登録５年以内（大会開催日現在で２００６年６月１３日以降の登録）でスタンダード５種目並びにラテン
５種目の計１０種目エントリーした選手の中から、
「ライジングスター１０ダンス優秀選手」を選出致します。
※ 「日本ボールルームダンス選手権」
「日本選抜スタンダードダンス選手権」は JCF 東部総局 A 級
公式選手権となります。
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※ 「日本ボールルームダンス選手権」
「日本選抜スタンダードダンス選手権」は、
予選は２種目

スタンダード：Ｗ／Ｔ

準決勝は３種目

スタンダード：Ｗ／Ｔ／Ｑ

決勝は４種目

スタンダード：Ｗ／Ｔ／Ｆ／Ｑ

と致します。

※［出場料］
「ユニバーサルグランプリダンス選手権」

５種目エントリーの場合

１０，０００円

スタンダード又はラテン

４種目エントリーの場合

８，０００円

１～３種目エントリーの場合

６，０００円

例） スタンダード：３種目／ラテン２種目 エントリー ６０００＋６０００＝１２，０００円
「プロ・日本ボールルームダンス選手権」

１セクション

１０，０００円

「プロ・日本選抜スタンダード選手権」

１セクション

１０，０００円

９．出場資格
「ユニバーサルグランプリダンス選手権（スタンダード・ラテン）
」
、
「プロ・日本選抜スタンダード選手権」
、
「プロ・日本ボールルームダンス選手権」は全てのプロフェッショナル選手。
但し、ＪＮＣＰＤ公認以外の競技会に出場した選手は出場できません。

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
①東部ＪＰＣＬ登録選手：ＪＰＣＬを通して申込をしてください。
②東部ＪＰＣＬ以外のＪＰＣＬ登録選手／その他のプロフェッショナル選手
ＪＣＦ東部総局事務局
〒１７０－０００５
東京都豊島区南大塚３－４４－１１ フサカビル３階 コダマ・ボールルームダンス・スタジオ内
ＴＥＬ ０３－３９８４－０４５６ ＦＡＸ ０３－３９８４－０７６６
１２．申込方法
①東部ＪＰＣＬ登録選手：ＪＰＣＬを通して申し込みをしてください。
ＪＰＣＬはとりまとめて、
「申込（エントリー）
」はＪＣＦ東部総局事務局返信用のハガキ（返信先明記）を
添えてください。
※ハガキは１競技会に１枚必要です。
但し『ユニバーサルグランプリダンス選手権』で「スタンダード」と「ラテン」両方にエントリーする場合
は１枚でかまいません。
②東部ＪＰＣＬ以外のＪＰＣＬ登録選手／その他のプロフェッショナル選手
『申込用紙』をコピーして必要事項を明記し、
「往復ハガキ」に貼り、
「返信」側に「返信先・氏名」を
明記してＪＣＦ東部総局事務局まで、送って下さい。期日までに「エントリー費」を振込んでください。
※「申込用紙」は、１競技会に１枚必要です。但し『ユニバーサルグランプリダンス選手権』で
「スタンダード」と「ラテン」両方にエントリーする場合は１枚でかまいません。
※エントリー費を振込む場合は必ず「個人名（申込書の氏名）
」にてお願いします。
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１３．申し込み（エントリー）先
ＪＣＦ東部総局事務局 〔申し込み（エントリー）先〕コダマ・ボールルームダンス・スタジオ
ＴＥＬ ０３－３９８４－０４５６

ＦＡＸ ０３－３９８４－０７６６

１４．エントリー費振込先口座名

みずほ銀行

東陽町支店

普通

１１１３６８１

JCF 会計

大屋 麻希

１５．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

２０１１年 ４月１８日（月）～２０１１年 ５月２１日（土）必着
１６．賞

金

プロ・ユニバーサル(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ･ﾗﾃﾝ共)

日本ボールルームダンス選手権

日本選抜スタンダードダンス選手権

（単科）１位

￥４０，０００

１位

￥６０，０００

１位

￥６０，０００

２位

￥３５，０００

２位

￥５０，０００

２位

￥５０，０００

３位

￥３０，０００

３位

￥４０，０００

３位

￥４０，０００

４位

￥２５，０００

４位

￥３０，０００

４位

￥３０，０００

５位

￥２０，０００

５位

￥２０，０００

５位

￥２０，０００

６位

￥１５，０００

６位

￥１０，０００

６位

￥１０，０００

１０ダンス

¥３０，０００（１位のみ）

ライジングスター １０ダンス

¥２０，０００（１位のみ）

１７．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。

１８．オナーダンス
優勝者には優勝を祝し１曲のオナーダンスを義務付けられます。

１９．入場券（前売り）
SA

￥３３，０００（ディナー付）

A

￥２８，０００（ディナー付）

B

￥１２，０００（ディナーなし）

２０． 各種問合せ先
ＪＣＦ事務局

ＴＥＬ/ＦＡＸ ０３－６２７９－２８２１

スズキイチロー・ダンスアカデミー

ＴＥＬ ０３－５４２０－２０３８
ＦＡＸ ０３－５４２０－２０８７

コダマ・ボールルームダンス・スタジオ

ＴＥＬ ０３－３９８４－０４５６
ＦＡＸ ０３－３９８４－０７６６
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２１．申込用紙
１競技会に１枚必要です。コピーをして使用してください。
但し、
「ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ」で「ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ」と「ﾗﾃﾝ」両方にエントリーする場合は１枚でかまいません。
例）
・
「ユニバーサルグランプリ」ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ２種目 /ﾗﾃﾝ５種目のエントリー⇒１枚
・
「ユニバーサルグランプリ」ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ２種目 と「日本選抜ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ」⇒２枚

プロユニバーサルグランプリジャパン申込用紙
ふりがな
氏
名
住 〒

・

所
ＴＥ
教室
Ｌ
下記のエントリーフォームに出場希望の種目、及び
セクションに○をつけて下さい。
ﾌﾟﾛﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ
全種目
スタンダード （単科）
W T Vw F Q
ﾌﾟﾛﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ
全種目
ラテンアメリカン （単科）
C S R P J
５種目出場：１０，０００円
出場料
４種目出場：８，０００円
３～１種目出場 6,000 円
勤務

プロ日本選抜ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾀﾞﾝｽ

選手権（男性身長170 以下）
プロ日本ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑﾀﾞﾝｽ選手

権（男性年齢４０歳以上）

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ４種目総合
出場料：１０，０００円
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ４種目総合
出場料：１０，０００円
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