
1. 日　時 令和4年2月20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」

（東京都港区高輪3-13-1　TEL : 03－3442－1111）

品川駅高輪口（JR・京浜急行線）

3. 主　催 公益社団法人日本ダンス議会（ＪＤＣ）

4. 公　認 ＡＤＯ

5. 後　援 ＷＤＯ（申請中）

厚生労働省（申請中）

スポーツ庁（申請中）

公益財団法人日本プロスポーツ協会

6. 協　賛 バルカーグループ

7. 競技内容 【１】 アジアオープン プロフェッショナルボールルームダンス選手権

※ 準々決勝まで４種目、準決勝よりVwが加わり５種目

※ 【２】との重複出場は不可

【２】 アジアオープン プロフェッショナルラテンダンス選手権

※ 準々決勝まで４種目、準決勝よりJが加わり５種目

※ 【１】との重複出場は不可

【３】 アジアオープン アマチュアボールルームダンス選手権

※ 準々決勝まで４種目、準決勝よりVwが加わり５種目

※ 【４】との重複出場は不可

【４】 アジアオープン アマチュアラテンダンス選手権

※ 準々決勝まで４種目、準決勝よりJが加わり５種目

※ 【３】との重複出場は不可

【５】 アジアオープン アマチュアシニア50ボールルームダンス選手権

※ W,Tの２種目

※ 【６】との重複出場は不可。【３】との重複出場は可

【６】 アジアオープン アマチュアシニア50ラテンダンス選手権

※ C,Rの２種目

※ 【５】との重複出場は不可。【４】との重複出場は可

【７】 アジアオープン アンダー12(U-12)ボールルームダンス選手権

※ W,Qの2種目単科戦

※ 【８】,【９】,【10】との重複出場は可。その他のセクションとの重複出場は不可

【８】 アジアオープン アンダー12(U-12)ラテンダンス選手権

※ C,Sの2種目単科戦

※ 【７】,【９】,【10】との重複出場は可。その他のセクションとの重複出場は不可

【９】 アジアオープン アンダー16(U-16)ボールルームダンス選手権

※ W,Qの2種目単科戦

※ 【７】,【８】,【10】との重複出場は可。その他のセクションとの重複出場は不可
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【10】 アジアオープン アンダー16(U-16)ラテンダンス選手権

※ C,Sの2種目単科戦

※ 【７】,【８】,【９】との重複出場は可。その他のセクションとの重複出場は不可

【11】 アジアオープン プロアマシングル５ダンスボールルーム

※ W,T,Vw,F,Qの5種目単科戦

※【12】との重複出場は可。同一カップルにて【12】以外のセクションとの重複出場は不可

【12】 アジアオープン プロアマシングル５ダンスラテン

※ C,S,R,P,Jの5種目単科戦

※【11】との重複出場は可。同一カップルにて【11】以外のセクションとの重複出場は不可

【13】 アジアオープン ブラインドボールルームダンス選手権

※ 男性部門、女性部門の2セクション

※ W,Tの2種目単科戦

※ 【14】との重複出場は可。また、【５】,【６】のどちらか一方との重複も可

　　同一カップルにて上記重複出場可のセクション以外との重複出場は不可

【14】 アジアオープン ブラインドラテンダンス選手権

※ 男性部門、女性部門の2セクション

※ C,Rの2種目単科戦

※ 【13】との重複出場は可。また、【５】,【６】のどちらか一方との重複も可

　　同一カップルにて上記重複出場可のセクション以外との重複出場は不可

8. 審査員 〇 ＪＤＣ公認審査員及びＪＤＣより派遣要請をした審査員による複数制審査

9. 出場資格 〇 【１】,【２】

全ての海外、国内プロフェッショナル選手

〇 【３】,【４】

全ての海外、国内アマチュア選手

〇 【５】,【６】

リーダー、パートナーとも2022年内に50歳以上となる全ての海外、国内

アマチュア選手

〇 【７】,【８】

リーダー、パートナーとも12歳未満（大会当日に12歳の誕生日を迎えていない）

のすべての海外、国内アマチュア選手

※選手の同伴については1人2,000円とする。動画撮影料については21に示す

〇 【９】,【10】

リーダー、パートナーとも16歳未満（大会当日に16歳の誕生日を迎えていない）

のすべての海外、国内アマチュア選手

※選手の同伴については1人2,000円とする。動画撮影料については21に示す

【７】~【10】については女性同士の出場及び、セクションごとのパートナーチェンジは可とする

〇 【11】,【12】

海外、国内の教師と生徒のペア

〇 【13】,【14】

全ての海外、国内ブラインド選手

《ブラインド選手》

ペアの内どちらか一方、もしくは両者ともが視覚障がい者である選手

同セクションにおいては同一パートナーでなければならない

※両者とも視覚障がい者である場合、安全上の理由により女性部門への出場となる。

　また、その場合、全盲同士での出場は不可とする



※両者ともプロ競技選手としての経歴がないこと

注意事項　 ①本大会は「ＪDC新型コロナウイルス感染対応策競技会開催ガイドライン」に基づいての開催となる

②別途公表されている「飛天開催競技会新型コロナウイルス感染予防対策」を遵守すること

③健康チェック表の提出があり会場入場時の検温で３７．５度以下の場合のみ会場への入場を許可する

④会場内では、フロアー内が1組となる競技を除き、競技中も含め飲食時以外は終日マスク着用とする

　（マウスシールドは不可）。競技中ダンスマスクマン使用の場合、正しい方法で着用すること

⑤感染状況により日本政府の入国措置により海外からの入国ができない場合がある

⑥日本政府及び関係国の指示による出入国時の防疫措置に関して、求められる検査、隔離期間の宿泊、

　移動費を含め、全て自己負担とする

⑦査証が必要な場合は自身で取得する（通常、全ての海外プロフェッショナル選手は興行査証が必要）

10. 招待選手 〇 国内選手で以下の条件を満たした選手を招待選手とする

➀2020アジアオープンプロフェッショナルダンス選手権でTop24に入賞した選手

②下記選手権で決勝に入賞した選手

　　2020バルカーカッププロフェッショナル統一全日本ダンス選手権

　　2021バルカーカッププロフェッショナル統一全日本ダンス選手権

　　2020アジアクローズプロフェッショナルダンス選手権

※但し、当該選手権と同一のカップルの場合に限る

※招待選手には、本大会に出場し踊ることに対しパフォーマンスフィーとして\30,000を支給する

11. 服　装 〇 ボールルーム部門：正装

ラテン部門：自由

※【７】～【10】に関しては規定を設けない。但し選手の年齢に相応しい衣装選択、装飾、メイクを

　推奨する

12. 出場申込 〇 【１】～【12】

①ＪＤＣホームページからのwebエントリー

　下記口座に出場料を振り込みの上、ＪＤＣホームページTopページ内の全日本級

　競技会情報ページの日程表内の「2022 アジアオープンダンス選手権大会」の欄

　または、アジアオープンダンス選手権大会公式サイト内にあるwebエントリー用

　リンクの手順に従いエントリー手続きを行う。

②郵送によるエントリー

　下記口座に出場料を振り込みの上、所定の申込用紙に必要事項を記入し、出場料払

　込票のコピー、切手を貼付した 返信用はがきを同封の上、JDC事務局へ郵送

※出場料振込口座

　　　　　　郵便振替口座記号番号　　００１４０－８－６６９５０７

　　　　　　加入者名　　（公社）　日本ダンス議会

　　　　　　※銀行からの振り込みの場合

　　　　　　　 ゆうちょ銀行　店名：〇一九　　当座　６６９５０７

※②での申込の場合、申込書はＪＤＣホームページ内の全日本級競技会情報ページ

　の日程表内およびアジアオープンダンス選手権大会公式サイト内に掲載

　詳細不明の場合はＪＤＣ事務局へ問い合わせ

〇 【13】,【14】

所定の申込書に必要事項を記入し、各サークル毎に一括、又は個人にて下記申込先

にＦＡＸで申し込む

※申込書はＪＤＣホームページ内の全日本級競技会情報ページの日程表内および

　アジアオープンダンス選手権大会公式サイト内に掲載

JDCホームページ全日本級競技会情報　　　　http://jdc-dance.org/?page_id=22162



アジアオープンダンス選手権大会公式サイト   https://jdcasiaopen5.webnode.jp

13. 申込締切 〇 令和4年1月31日必着

14. 申込・問合せ 〇 ＪＤＣ事務局

住所：〒104-0032　東京都中央区八丁堀 ２－２２－６　高野ビル４Ｆ

TEL：03-3297-2105 FAX：03-3297-2107

E-mail：jdc-office@crux.ocn.ne.jp URL：http://www.jdc-dance.org/

※【13】,【14】の出場申し込みはＦＡＸのみの受付

15. 出場料 〇 【１】、【２】

￥１０,０００　（＄１００）

※招待選手は出場料を免除する

〇 【３】～【６】

￥９,０００　（＄９０）

〇 【７】～【10】

￥１,０００／1種目　（＄１０／1dance）

〇 【11】、【12】

￥１２,０００／1種目　（＄１２０／1dance）

〇 【13】、【14】

無料

※　エントリー後のキャンセルの場合、出場料の返金は原則として行わない

16. 表　彰 〇 【１】、【２】

1位～６位入賞の選手には賞状及び賞金（税込み）

《賞金》

1位：\1,000,000-　2位：\400,000-　3位：\100,000-　4位：\50,000-　5位：\30,000-

6位：\20,000-

※同順位の場合、当該順位の賞金の合計額を折半する

〇 【３】、【４】

1位～6位入賞の選手には賞状及びトロフィー

➀１位の選手にはJDCより奨学金として\30,000-

②国内選手最上位の選手にはJDO(JAL)よりWDOアマチュア世界選手権派遣補助として

　\150,000-

＊上記補助はJDO(JAL)が別途提示した条件を満たした場合のみ支給される

〇 【５】～【14】

1位～6位入賞の選手には賞状及びメダル

17. オナーダンス 【１】～【４】の優勝者には主催者が指定する種目のオナーダンスが義務付けられる

18. 肖像権 本大会における肖像権については、大会後の全ての使用に対し主催者に許諾する

19. 交通費 【13】、【14】については居住地により交通費補助金を支給する

上記以外のセクション出場者に関しては海外選手を含め全て自己負担とする

20. 宿泊費 ① 2020アジアオープンプロフェッショナル部門、アマチュア部門において準々決勝に

残った海外選手に対し、1カップルにつき3泊分\60,000（\20,000/1泊）を主催者が

負担する

※上記宿泊費の補助は、日本政府の設定した隔離期間を自己負担にて経過した選手を対象とする

※対象競技会と同一のカップルでなければならない

② 招待選手に対し、1カップルにつき2泊分\40,000(\20,000/1泊)を主催者が負担する

※但し、所属団体の東部総局登録選手は対象外とする



21. 撮影 撮影料（動画）：￥５,０００

※撮影した動画のSNSを始めとしたネット上へのＵＰは厳禁とし、個人利用のための撮影に限る

※上記条件を承諾いただいた方にのみ撮影許可証を発行する

※U-16、U-12部門の撮影に関しては無料とする

　体調に不安を覚えたり、気分が悪くなった場合は、自己判断にて競技に出場しないようにして下さい。

＊　本大会は別紙に示す新型コロナウイルス感染予防対策のもとで開催する。同対策に同意の上で

　　 エントリーをして下さい。

＊　緊急事態宣言など行政からの指導があった場合、競技会開催を中止する場合がある


