
1. 日　時 令和５年２月２６日（日）

2. 会　場 グランドプリンスホテル新高輪「飛天」

JR・京浜急行　品川駅高輪口

3. 主　催 公益社団法人日本ダンス議会（JDC）/アジアスターライトダンスアソシエーション（ASDA）

4. 公　認 WDO/ADO

5. 後　援 公益財団法人日本プロスポーツ協会（申請中）

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

※予選はW,T,F,Qの4種目、準々決勝からVwが加わり5種目総合戦

※【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

※予選はC,S,R,Pの4種目、準々決勝からJが加わり5種目総合戦

※【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

※予選はW,T,F,Qの4種目、準決勝からVwが加わり5種目総合戦

※【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

※予選はC,S,R,Pの4種目、準決勝からJが加わり5種目総合戦

※【３】との重複出場は不可

【５】 アジアンプロフェッショナルボールルームダンス選手権

※予選はW,T,F,Qの4種目、準決勝からVwが加わり5種目総合戦

※【１】との重複出場は可

※【６】との重複出場は不可

【６】 アジアンプロフェッショナルラテンダンス選手権

※予選はC,S,R,Pの4種目、準決勝からJが加わり5種目総合戦

※【２】との重複出場は可

※【５】との重複出場は不可
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【７】 アジアオープン　プロアマボールルームダンス選手権

シングル5ダンス部門

※W,T,Vw,F,Qの5種目単科戦。　エントリーは1種目から可

※【８】との重複出場は可

【８】 アジアオープン　プロアマラテンダンス選手権

(1)シングル5ダンス部門

※C,S,R,P,Jの5種目単科戦。　エントリーは1種目から可

※【７】との重複出場は可

【９】 アジアオープン　ブラインドボールルームダンス選手権

〇リーダー部門

〇パートナー部門

W,Tの2種目総合戦

※【10】との重複出場は可

【10】 アジアオープン　ブラインドラテンダンス選手権

〇リーダー部門

〇パートナー部門

C,Rの2種目総合戦

※【９】との重複出場は可

【11】 アジアオープン　Over50ボールルームダンス選手権

W,Tの2種目総合戦

※【12】との重複出場は可

【12】 アジアオープン　Over50ラテンダンス選手権

C,Rの2種目総合戦

※【11】との重複出場は可

8. 審査員 WDO、ADO、JDC公認審査員およびJDCから派遣を要請した審査員に

よる複数審査

9. 出場資格 〇 【１】、【２】

海外、国内全てのプロフェッショナル選手

〇 【３】、【４】

海外、国内全てのリーダー、パートナー共18歳以上（成人）のアマチュア選手

〇 【５】、【６】

リーダー、パートナー双方もしくはどちらかがアジアの国籍を持つ全ての

プロフェッショナル選手

〇 【７】、【８】

海外、国内全ての教師と生徒のペア

※同一ペアにて他セクションへの出場はできない。



〇 【９】、【10】

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海外、国内全て

のアマチュア選手。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パートナー部門への出場

　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現在未登録であること。

※晴眼者がペアを組み出場する際は、ボランティア精神に則り、パートナー料等の

　請求を行ってはならない。

〇 【11】、【12】

リーダー、パートナーともに2023年内に50歳以上となる全てのアマチュア選手

※リーダー、パートナーともに2023年12月31日までに50歳の誕生日を迎えていること。

注意事項　 ①本大会は「ＪDC新型コロナウイルス感染対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競技中のマスク着用は任意とする。ただしフロアーから退場後は速やかにマスクを着用する

　こと。

※コロナの感染状況、行政側又はホテル側の要請により変更の場合もある。

10. シード コロナ禍により2年ぶりの国際大会としての開催になるため、本年はシード

の設定を行わない。

今大会の成績をもとに次大会より改めてシードを設定する。

11. 服　装 〇 ボールルーム部門：正装

ラテンアメリカン部門：自由

12. 出場申込 〇 国内選手

①　ＪＤＣ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「Asia Open Dance Championships」の欄にある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　郵送等によるエントリー

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

込票のコピーを添付の上、JDC事務局へ郵送、メールまたはFAXで申し込む。

※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

　の日程表内に掲載。 詳細不明の場合はＪＤＣ事務局へ問い合わせ

※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



※ 他国のツアー大会にエントリーの場合は下記海外選手同様にADOホームページから

エントリーしてください。

〇 国内ブラインド選手

所定の申込書に必要事項を記入の上、JDC事務局（下記項目14参照）に郵送またはFAX

〇 海外選手

ADOホームページからのwebエントリー

ADOホームページ内、エントリー用リンクの手順に従い手続きを行う。

出場料は同リンク内でのクレジット決済にて行う。

13. 申込締切 海外選手：令和４年１２月２８日（水）必着

国内選手：令和５年　２月　３日（金）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/

15. 出場料 【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 \12,000- ($120)

【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 \12,000- ($120)

【１】、【２】については以下の割引を適用する。

※WDO登録選手/\2,000、JDC登録選手/\2,000

WDO登録選手　\10,000-($100)

JDC登録選手　   \10,000-($100)

WDO登録のあるJDC登録選手　\8,000-($80)

【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 \10,000- ($100)

【４】 アジアオープン アマチュアラテンダンス選手権 \10,000- ($100)

【３】、【４】については以下の割引を適用する。

※WDO登録選手/\1,000

WDO登録選手　\9,000-($90)

【５】 アジアンプロフェッショナルボールルームダンス選手権 \10,000- ($100)

【６】 アジアンプロフェッショナルラテンダンス選手権 \10,000- ($100)

【７】 アジアオープン プロアマボールルームダンス選手権

シングル5ダンス部門 \10,000-/1種目 ($100/1dance)

【８】 アジアオープン プロアマラテンダンス選手権

シングル5ダンス部門 \10,000-/1種目 ($100/1dance)

【９】 アジアオープン ブラインドボールルームダンス選手権 \0

【10】 アジアオープン ブラインドラテンダンス選手権 \0

【11】 アジアオープン Over50ボールルームダンス選手権 \10,000- ($100)

【12】 アジアオープン Over50ラテンダンス選手権 \10,000- ($100)



16. 表　彰 〇 【１】、【２】

1位~12位入賞の選手には賞状及び賞金

13位~24位入賞の選手には賞金

〇 【３】、【４】

1位~6位入賞の選手には賞状及び奨学金

〇 【５】、【６】

1位~12位入賞の選手には賞状及び賞金

〇 【７】～【12】

1位~6位入賞の選手には賞状及びメダル

【賞金】

【１】、【２】

  1位 $20,000    ２位 $12,000    ３位  $7,000   ４位 $4,500　5位 $2,000

  6位 $1,500　7位 ~12位 $1,000　13位~24位 $250

【５】、【６】

  1位 $10,000    ２位 $3,000    ３位  $1,500   ４位 $1,000　5位 $800

  6位 $600　7位 ~12位 $300

※賞金は税込みの金額。同点の場合は当該順位の賞金を折半する。

※7位～12位の順位は準決勝、13位～24位の順位は準々決勝のマーク数による順位で決定する。

【奨学金】

【３】、【４】

  1位 $700   ２位 $ 500   ３位  $300   ４位 $200　5位 $100　6位 $100

※奨学金は税込みの金額。同点の場合は当該順位の賞金を折半する。

17. 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。

本大会はライブ配信を行う。

18. 撮影料 無料（動画、写真ともに）

※撮影した動画は個人利用に止め、SNSなどへの投稿は厳禁とする。

※上記条件に同意の上、撮影希望者は必ず撮影許可の申請を行うこと。

19. その他 〇 チケット購入者も会場入場時に検温を実施し、体温が３７.５度以上の場合は入場

をお断りする。

その場合、購入したチケットの代金は後日返金する。

〇 競技を終了した選手のために選手立ち見スペースを設置する。

　　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に開催いたします。

　　 同対策に同意の上でエントリーして下さい。

＊　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ります。


