
1. 日　時 ２０２２年７月１８日（月・祝）

2. 会　場 千里阪急ホテル（大阪）

〒５６０-００８２ 大阪府豊中市新千里東町2-1　ＴＥＬ０６-６８７２-２２１１

千里中央駅（大阪メトロ御堂筋線）

3. 主　催 公益社団法人日本ダンス議会（ＪＤＣ）

4. 主　管 公益社団法人日本ダンス議会（ＪＤＣ）西部総局

5. 競技内容

【１】 JDC全日本プロフェッショナルダンス選手権　ボールルーム

※ 準々決勝まで４種目、準決勝よりVwが加わり５種目

※ 同時進行の為【２】との重複出場は不可

【２】 JDC全日本プロフェッショナルダンス選手権　ラテンアメリカン

※ 準々決勝まで４種目、準決勝よりJが加わり５種目

※同時進行の為 【１】との重複出場は不可

【３】 プロフェッショナルライジングスターダンス競技会　ボールルーム

※ WFの２種目総合

※ 【４】との重複出場は可。

【４】 プロフェッショナルライジングスターダンス競技会　ラテンアメリカン

※ SPの２種目総合

※  【３】との重複出場は可。

【５】 JDC全日本アマチュアダンス選手権　ボールルーム

※ WTFQの４種目総合

※ 同時進行の為【６】との重複出場は不可

※ 【11】,【12】との重複出場は不可

【６】 JDC全日本アマチュアダンス選手権　ラテンアメリカン

※ CSRPの４種目総合

※同時進行の為 【５】との重複出場は不可

※ 【11】,【12】との重複出場は不可

【７】 アマチュア級別ダンス競技会　ボールルーム

※ 詳細は別紙シラバスを参照してください。

※JDC全日本アマチュアダンス選手権の１部門に重複出場可

【８】 アマチュア級別ダンス競技会　ラテンアメリカン

※ 詳細は別紙シラバスを参照してください。

※JDC全日本アマチュアダンス選手権の１部門に重複出場可

【９】 ジュニアダンス競技会　ボールルーム

※ W・T・Qの3種目単科戦

※ 【10】との重複出場は可。

【10】 ジュニアダンス競技会　ラテンアメリカン

※ C・S・Rの3種目単科戦

※ 【９】との重複出場は可。

【ＪＤＣ公認２０２２２９AP 】
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【11】 アンダー３０（U３０)ダンス競技会　ボールルーム

※ WTFQの4種目総合。

※同時進行の為 【12】との重複出場は不可

※ 【５】,【６】との重複出場は不可

【12】 アンダー３０（U３０)ダンス競技会　ラテンアメリカン

※ CSRPの4種目総合。

※同時進行の為 【11】との重複出場は不可

※ 【５】,【６】との重複出場は不可

【13】 プロアマシングル３ダンスボールルーム

※ W・T・Fの３種目単科戦

※【14】との重複出場は可。

【14】 プロアマシングル３ダンスラテンアメリカン

※ C・S・Rの３種目単科戦

※【13】との重複出場は可。

6. 審査員 〇 ＪＤＣ公認審査員による複数制審査

7. 出場資格 〇 【１】,【２】

JDC登録選手とする。

〇 【３】,【４】

2021フリーダムズカップ、2022アジアオープン決勝入賞者を除く

JDC登録選手、他団体登録選手、未登録選手とする。

〇 【５】～【８】

JDC登録選手並びに他団体登録選手とする。未登録の選手はエントリーと同時に

自動登録。登録料無料。西部総局登録選手は通信費（年1回）1人 1,000円

学連登録選手はC級以上に出場可

〇 【９】,【10】

リーダー、パートナーとも中学生以下のアマチュア選手。

ジュニア選手1人につき、保護者1名付き添い入場可能です。

〇 【11】,【12】

リーダー、パートナーとも試合当日３０歳以下のアマチュア選手。

〇 【13】,【14】

教師と生徒のペア

8. 服　装 〇 ボールルーム部門：正装

ラテン部門：自由

※【９】【10】

ボールルームは正装または平服・上着ネクタイ着用(ベスト可)、ラテンアメリカンは自由。

9. 出場申込 〇 【１】～【４】

①ＷＥＢエントリー

　　　ＪＤＣ西部総局ホームページトップの「エントリー」より申し込みしてください。

　　　 同時に下記口座に出場料の振り込みをしてください。

　　　 また、振込人名義はリーダー名で、振込書備考欄もしくは振込者名

　　　 の欄に大会名か日付の２０２２０７１８と記入してください。



②郵送によるエントリー

　　　必要事項を記入した所定の申込用紙、出場料振込領収書のコピー、

　　　返信用はがき（宛名明記・裏面白紙）を同封し、郵送してください。現金不可。

　　　送付先：〒５５０－０００５　大阪府大阪市西区西本町１－１０－７

　　　　　　　　　第二新松岡ビル８階　

　　　　　　　　辻ダンススタジオ（辻　翔平）宛　　　　　　　　　　

　　　振込先：郵便振替口座＝公益社団法人日本ダンス議会西部総局

　　　郵便振替番号　００９８０－５－２３４７７７

　　　他の金融機関から振り込む場合はゆうちょ銀行　０九九（ゼロキュウキュウ）店

　　　　当座０２３４７７７　

〇 【５】～【12】

①ＷＥＢエントリー

　　【１】～【４】と同じ。

②郵送によるエントリー

　　　ＪＤＣ西部総局所定のエントリー用紙に必要事項を記入し、エントリー料振込

　　　領収書のコピーを貼付して下記に郵送してください。返信の必要な方は返信用

　　　封筒長形３号（住所氏名を明記し８４円切手を貼って）を同封してください。

　　　送付先：〒５９９－８２４１　大阪府堺市中福田６４５－３６　倉本淑子宛

　　　振込先：郵便振替口座＝公益社団法人日本ダンス議会西部総局

　　　郵便振替番号　００９１０－４ー２８８１６５

　　　他の金融機関から振り込む場合はゆうちょ銀行　０九九（ゼロキュウキュウ）店　

　　　　　当座０２８８１６５

〇 【13】,【14】

    所定の申込書に必要事項を記入し、各教室、又は個人にて下記申込先に

　　ＦＡＸ又はメールで申し込む。

　　ＪＤＣ西部総局事務局

　　TEL：06-6354-1931 FAX：06-6354-6633

　　E-mail：city_dance@nifty.com URL：http://www.jdc-seibu.com/

10. 申込締切 〇 ２０２２年６月２７日（月）必着

11. 申込・問合せ 〇 アマチュア　京都カルチャーダンスアカデミー　会田剛久　TEL：075-252-6512

プロフェッショナル　辻ダンススタジオ　辻 翔平　TEL．FAX：06-6534-5151

一般　ＪＤＣ西部総局事務局　市川智美　TEL：06-6354-1931 　FAX：06-6354-6633



12. 出場料 〇 【１】,【２】

¥8,000

〇 【３】,【４】

¥7,000

〇 【５】,【６】

¥6,000

〇 【７】,【８】

¥4,000

〇 【９】,【10】

￥2,000/１種目

〇 【11】,【12】

¥6,000

〇 【13】,【14】

￥7,000/１種目

※　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

13. 表　彰 〇 【１】、【２】

1位～3位入賞の選手には賞杯・1位～6位入賞の選手には賞状及び賞金（税込み）

《賞金》

1位：\500,000-　2位：\150,000-　3位：\70,000-　4位：\40,000-　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～3位入賞の選手には賞杯・1位～6位入賞の選手には賞状及び賞金（税込み）

《賞金》

1位：\20,000-　2位：\18,000-　3位：\16,000-　4位：\14,000-　5位：\12,000-

6位：\10,000-

※同順位の場合、当該順位の賞金の合計額を折半する

〇 【５】、【６】

1位～3位入賞の選手には賞杯・1位～6位入賞の選手には賞状及び副賞

〇 【７】、【８】

1位～3位入賞の選手には賞杯・1位～6位入賞の選手には賞状

〇 【９】、【10】

1位～3位入賞の選手には賞杯・1位～6位入賞の選手には賞状

〇 【11】、【12】

1位～3位入賞の選手には賞杯・1位～6位入賞の選手には賞状及び副賞

〇 【13】、【14】

1位～3位入賞の選手には賞杯・1位～6位入賞の選手には賞状

14. 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

15. 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

16. 交通費 全て自己負担とする

17. 宿泊費 全て自己負担とする



18. 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は後日提示させて頂く

　　ラウンド及び種目につき可能とする

※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

※ジュニアの撮影に関しては無料とする

19. 感染症対策 〇 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

〇 体調確認のお願い

発熱、空咳、倦怠感等体調に異変を感じた場合は来場を控えてください

役員、選手、観客をはじめ来場した関係者全員に会場入場前に

体温測定を行います。測定体温が３７．５℃以上の方の入場はお断りいたします

〇 入場の際、JDC西部総局指定のチェックシート及び注意事項を提出していただきます

事前に西部総局ホームページよりダウンロードし記入の上、持参してください

〇 マスク着用などの飛沫拡散防止策の徹底。

競技会役員、その他入場者全員にマスクの着用を義務付けいたします。

選手は競技中もマスクもしくは指定されたマウスシールドを着用し、飛沫拡散

防止をしていただきます。また、声を出しての応援や大声での会話は禁止いたします

〇 手洗い・消毒の励行。

会場各所にアルコール消毒液等を配置いたします

手洗い・消毒をこまめにお願いいたします

〇 ３密の回避

密閉空間、密集場所、密接場面の３条件が同時に重なる場を避けてください

選手は競技終了後会場内にとどまらず速やかに退出をお願いいたします

出場部門以外の観戦を希望する場合は座席券を購入の上、着席して観戦してください

〇 踊りだし前の選手係による招集、整列はありません

また、競技結果の貼り出しもいたしません。司会のアナウンスや専用サイト等で結果を

お知らせいたします

〇 上記条件や対策は競技会開催時期の感染状況により変更する場合があります

その場合はホームページ等でお知らせいたします

〇 以上、ご協力お願いいたします。万が一大会終了後2週間以内に新型コロナウイルスの

感染が判明した場合は必ずＪＤＣ西部総局にご連絡ください


