
『2023 年フローラ杯 JCF 全日本ダンス選手権』（JCF 公認） 

『2023 年クリスアンクローバー杯宇都宮ダンス選手権』（NDCJ 公認） 

『第 9 回プロフェッショナル統一全日本シニアダンス選手権』（NDCJ 公認） 

 

【プロフェッショナル 大会要項】 

 

ＪＣＦ公認『2023 年フローラ杯ＪＣＦ全日本ダンス選手権』、ＮＤＣＪ公認『2023 年クリス

アンクローバー杯宇都宮ダンス選手権』、及びＮＤＣＪ公認『第 9 回プロフェッショナル統一全日

本シニアダンス選手権』を下記の通り開催します。出場希望の選手は下記の大会要項を熟読の上、

出場の申込みを行って下さい。 

 

記 

１ 日 時   2023 年 6 月 25 日（日）10：00～20：00（予定） 

２ 会 場   ホテル東日本宇都宮 

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 栃木県支局 

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   ＪＣＦ東部総局 

日本競技ダンスプロフェショナル選手会（ＪＰＣＬ） 

６ 特別協賛  葛生グループ 有限会社フローラ（ＪＣＦ全日本ダンス選手権） 

        クリスアンクローバー株式会社（宇都宮ダンス選手権） 

７ 審 査   JCF 公認審査員及び NDCJ 登録団体公認審査員による複数審査 

        

８ 開催内容 

① 2023 年フローラ杯 ＪＣＦ全日本ダンス選手権 

ボールルームの部 予選    Ｗ/Ｔ/Ｆ/Ｑ ４種目 

準決勝より Ｗ/Ｔ/Ｖｗ/Ｆ/Ｑ ５種目 

ラテンアメリカンダンスの部 予選    Ｃ/Ｓ/Ｒ/Ｐ ４種目 

準決勝より Ｃ/Ｓ/Ｒ/Ｐ/Ｊ ５種目 

※両部門への重複出場はできません。 

※年度末昇降級の対象競技会となります。 

※2023 年統一全日本ショーダンス選手権大会への JCF 代表選手選考対象競技会となり 

ます。 

出場資格 ：ＪＣＦ登録選手 

出場料  ：9,000 円 

      ※JCF 未経由登録選手は 11,000 円 

 



招待選手 ：2022 年ＪＣＦ全日本ダンス選手権決勝進出者（６位まで） 

      出場料が免除され、規定により旅費・宿泊費が支給されます。 

      予選の免除はありません。 

 

② 2023 年クリスアンクローバー杯 宇都宮ダンス選手権（ＮＤＣＪ公認競技会） 

ボールルームの部 予選    Ｗ/Ｔ/Ｆ/Ｑ ４種目 

準決勝より Ｗ/Ｔ/Ｖｗ/Ｆ/Ｑ ５種目 

ラテンアメリカンの部 予選    Ｃ/Ｓ/Ｒ/Ｐ ４種目 

準決勝より Ｃ/Ｓ/Ｒ/Ｐ/Ｊ ５種目 

   ※両部門への重複出場はできません。 

   出場資格：ＮＤＣＪ加盟団体の登録選手で 2022 年 統一全日本戦の 

準決勝進出者を除く 

   出場料  ：9,000 円 

 

③ 第 9 回統一全日本シニアダンス選手権（ＮＤＣＪ公認競技会） 

ボールルームの部 予選    Ｗ/Ｔ/Ｆ/Ｑ ４種目 

準決勝より Ｗ/Ｔ/Ｖｗ/Ｆ/Ｑ ５種目 

ラテンアメリカンの部 予選    Ｃ/Ｓ/Ｒ/Ｐ ４種目 

準決勝より Ｃ/Ｓ/Ｒ/Ｐ/Ｊ ５種目 

※両部門への重複出場はできません。 

   ※ＪＣＦ登録選手はＪＣＦ東部総局Ａ級公式戦扱いとなります。 

 

出場資格 ：男女ともに 40 歳以上のＮＤＣＪ加盟団体に登録の選手 

出場料  ：9,000 円 

 

 出場の重複について  

   全ての選手権において、ボールルームとラテンアメリカンとの重複出場は出来ません。 

   また、出場資格のある競技会に於いての同一部門への重複エントリーは可能です。 

 

９ 出場申込先 

   ＪＣＦ東部総局事務局 

   〒169-0073 東京都新宿区百人町 2-11-24 染矢グロービル 801 

   TEL：03-6908-5806    FAX：03-6908-5803 

   Mail：jcf-jim@jcf-honbu.com 

＜業務時間＞ 

火曜日・金曜日 12：00～17：00 その他は 090-8172-8887 まで 

 

 

10 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お申込み。 



≪http://www.jcf-tokyo.com≫ 

※返信メールをプリントアウトして、当日「選手受付」にお持ちください。 

※選手受付時間をホームページにてご確認の上、時間に余裕を持ってお越し下さい。 

 

 ＪＣＦホームページＱＲコード 

     

 

② 所定の本大会専用の出場申込書と返信先記入の官製はがき１枚を同封の上お申込み。 

  

  出場料は、下記口座に振込をお願いします。当日は支払いに応じられません。 

    

 

11 出場料振込先 

      

入金の確認が速やかに行えます様、下記の注意事項をお読みください。 

尚、当日までに入金が確認できない場合は競技会に出場できないこともございます。 

   

【注意事項】 

   ・出場料を振込む時は必ず「個人名（申込者のリーダー氏名）」にてお願いします。 

   ・教室名等の名義での振込はご遠慮ください。 

   ・複数カップルでの一括振込は不可です。 

   ・万が一、出場者カップルのリーダー名とは違う名義で振込をされた場合は、必ずご連絡く

ださい（連絡先：矢部行英ダンスカンパニー 矢部行英） 

 

足利銀行 宇都宮中央支店（103） 普通 5507955 

ＪＣＦ栃木県支局（ジェーシーエフトチギケンシキョク） 

 

 

12 出場申込締切期日及び出場料振込期日 

 

  出場申込／出場料振込共に  2023 年 5 月 27 日（土）必着 

                ※締切日以降の受付は一切致しません。 

 

 

 



 

13 賞金・賞品 

① フローラ杯ＪＣＦ全日本ダンス選手権（ボールルーム・ラテンアメリカン）  

順位 賞金  

１位 120,000 円（税込） 賞状・副賞・トロフィー 

２位 60,000 円（税込） 賞状・副賞・トロフィー 

３位 50,000 円（税込） 賞状・副賞・トロフィー 

４位 40,000 円（税込） 賞状 

５位 35,000 円（税込） 賞状 

６位 30,000 円（税込） 賞状 

準決勝 10,000 円（税込）  

準々決勝 8,000 円（税込）  

 

② クリスアンクローバー杯宇都宮ダンス選手権（ボールルーム・ラテンアメリカン） 

順位 賞金  

１位 80,000 円（税込） 賞状・トロフィー 

２位 40,000 円（税込） 賞状 

３位 35,000 円（税込） 賞状 

４位 30,000 円（税込） 賞状 

５位 25,000 円（税込） 賞状 

６位 20,000 円（税込） 賞状 

 

③ 統一全日本シニアダンス選手権（ボールルーム・ラテンアメリカン）   

順位 賞金  

１位 40,000 円（税込） 賞状 

２位 30,000 円（税込） 賞状 

３位 20,000 円（税込） 賞状 

４位 10,000 円（税込） 賞状 

５位 10,000 円（税込） 賞状 

６位 10,000 円（税込） 賞状 

     ※出場組数により賞金額が変更になる場合があります。 

 

④ 特別賞 

当日出場のプロフェッショナル女性選手の中から、ボールルームとラテンアメリカン両

部門で１名ずつ特別賞か授与されます。 

特別賞 賞金 

ボールルームクイーン賞 100,000 円（税込） 

ラテンアメリカンクイーン賞 100,000 円（税込） 

 

 

14 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。 



 

15 オナーダンス 

    優勝者には 1 曲のオナーダンスが義務付けられます。 

 

16 入場券（前売り） 

ＳＡ席  28,000 円（ディナー・プログラム付） 

    Ａ席    26,000 円（ディナー・プログラム付） 

 

17 各種問合せ先 

   【出場申込関係】 

    ＪＣＦ東部総局事務局 ⇒ 出場申込連絡先を参照してください。 

 

   【入場券・その他】 

    矢部行英ダンスカンパニー内 ＪＣＦ栃木県支局事務局 

    〒320-0035 栃木県宇都宮市伝馬町 1-17 伝馬町ビル 3Ｆ 

    TEL：028-651-6800  FAX：028-651-6801 

    Mail：jcf.tochigi@gmail.com 

 

18 動画・写真撮影 

   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。  

 

19 欠場料 

   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。 

 

20 注意事項 

   大会当日の健康管理については、自己の責任で行い、十分留意して参加して下さい。 

   競技会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。 

 

21 新型コロナウイルス感染予防対策 

ＪＣＦ栃木県支局では、競技会の運営に当たり、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競技会を進めてまい

ります。詳細は JCF 東部総局ホームページに掲載してあります『競技会運営ガイドライン』

をご参照ください。また、感染状況によりまして一部変更して実施いたします。 

  

mailto:jcf.tochigi@gmail.com


『2023 年フローラ杯 ＪＣＦ全日本ダンス選手権』（JCF 公式競技会） 

『2023 年クリスアンクローバー杯 宇都宮ダンス選手権』（NDCJ 公認競技会） 

『第 9 回プロフェッショナル統一全日本シニアダンス選手権』（NDCJ 公認競技会） 

 

【プロフェッショナルの部 出場申込書】 

 

出場するセクションと出場料に○を付けて下さい。 

【JCF 競技会】 
出場料 

JCF 登録選手 JCF 未経由登録選手 JCF 登録選手以外 

 JCF 全日本 ボールルームの部 ￥9,000 ￥11,000 出場資格なし 

 JCF 全日本 ラテンアメリカンの部 ￥9,000 ￥11,000 出場資格なし 

【NDCJ 公認競技会】 NDCJ 加盟団体登録選手 

 宇都宮ダンス ボールルームの部 ￥9,000 

 宇都宮ダンス ラテンアメリカンの部 ￥9,000 

 統一シニア ボールルームの部 ￥9,000 

 統一シニア ラテンアメリカンの部 ￥9,000 

※いずれのセクションもボールルームとラテンアメリカンの重複出場は出来ません。 

※統一全日本シニアに出場の選手は生年月日も記入して下さい。 

 

 ふりがな 

リーダー氏名 
 

西暦    年  月  日（   歳） 

 ふりがな 

パートナー氏名 
 

西暦    年  月  日（   歳） 

所属団体  所属総局  

登録番号  所持級 B        L 

教室名または所属名  

連絡先 

住所 〒 

 

氏名 

携帯 TEL 

e-mail 

返信用の官製ハガキ 1 枚（返信先の住所・氏名を明記。裏面は白紙）を同封して申し込んで下さ

い。 

重複出場でもハガキは 1 枚で構いません。 


