《 種目別チャンピオンシップ 》

第１回 JDA オープンダンス選手権大会(NDCJ 後援)
【併催競技会】

JDA SD (ソシアルダンス) リーグ 競技会
大会要項
1. 日時
2. 会場

令和 3 年 10 月 31 日(日) 9:00～17:00 予定
東京都立産業貿易センター 浜松町館 2F (東京都港区海岸 1－7－1)

3. 後援
4. 主催
5. 協賛

一般社団法人 NDCJ
一般社団法人 日本ダンス連合（JDA）
株式会社 みなとみらいメディカル
エイブル山内 株式会社
6. 競技内容
(1) プロフェッショナルオープンダンス選手権大会
ボールルーム部門 単科５種目(W.T.Vw.F.Q)
(2) プロフェッショナルオープンダンス選手権大会
ラテンアメリカン部門 単科５種目(C.S.R.P.J)
(3) アマチュアオープンダンス選手権大会
ボールルーム部門 単科５種目(W.T.Vw.F.Q)
(4) アマチュアオープンダンス選手権大会
ラテンアメリカン部門 単科５種目(C.S.R.P.J)
【併催競技会】
(5) SD リーグ戦 ６種目（W.T.F.C.S.R）及びフォーメーションの総合
（※詳細は別紙参照）

7.出場資格
(1)・(2)JDA プロフェッショナルオープンダンス選手権大会
カップルの両者とも NDCJ 加盟団体のプロフェッショナル登録選手
ボールルーム・ラテンアメリカン両セクションの重複出場は可
(3)・(4)JDA アマチュアオープンダンス選手権大会
国内すべてのアマチュア選手。
ボールルーム・ラテンアメリカン両セクションの重複出場は可
(5) SD リーグ戦
※別紙参照
8.オナーダンス

優勝者にはオナーダンスが義務付けられます。

9.肖像権

本大会の一切の肖像権はその使用目的にかかわらず全ての権限は主催者側にある
ものとします。

10.審査員

JDA 審査員及び NDCJ 加盟団体より派遣された複数審査員によって行われます。
審査員構成比は NDCJ/U 3 名、JBDF 3 名、JCF 3 名です。

11.出場申込方法
(1).(2).(3).(4)プロフェッショナル部門、アマチュア部門共に JDA ホームページ・競技会
日程ページ内の下記オンラインエントリーフォーム(カード決済)からお申込み下さい。
https://www.jda-dance.org/competition/schedule/fy2021/
※オンラインでのお申し込みが困難な方は FAX でも受付致します。
（出場申込用紙に必要事項の記載と振込明細書を添付の上、FAX して下さい）
FAX：03-3724-7880
◎JBDF・JCF 所属プロフェッショナル選手は各団体からの申し送り事項に基づき、
エントリーくださいますようお願い致します。
(5) SD リーグのお申込みはホームページ競技会日程ページ内、SD リーグ申込サイト
よりお申し込みください。(FAX からの申し込みも可能です)
12.出場料
(1)・(2) プロフェッショナル部門
ボールルーム部門・ラテンアメリカン部門 各 6,000 円
1 種目よりエントリー可。但し種目数にかかわらず出場料は同額となります。
(3)・(4) アマチュア部門
ボールルーム部門・ラテンアメリカン部門 各 6,000 円
1 種目よりエントリー可。但し種目数にかかわらず出場料は同額となります。
(5)

SD リーグ戦

１チーム

30,000 円

※(1).(2).(3).(4).(5)全ての部門でエントリー後に出場をキャンセルした場合、出場料は
原則、欠場費として賜ります。
13.お支払い方法
○オンラインお申込みの場合はカード決済となります
○FAX でのお申込みの場合･･･下記口座にお振込みとなります。
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、10 月 22 日までに入金が確認出来ない場合は競技会に出場出来ないことも
ございます。
【注意事項】
・振込みの際は必ず「個人名(申込者のリーダー氏名)」にてお願い致します。
教室名等の名義での振込みはご遠慮ください。
・複数カップルでの一括振込みは不可です。
・SD リーグのお振込みは「チーム名」でお願い致します。
出場料払い込み口座
みずほ
口座名

横浜駅前支店
口座番号 (普) ４１７４８７３
一般社団法人 日本ダンス連合

銀行

14.申込締切日 令和 3 年 10 月 16 日(土)

(厳守)

15.入場料

全席指定です。
〈入場料+指定席券のセット販売になります〉
A 指定席(1 列目)入場券 5,000 円 (当日 6,000 円)
B 指定席(2 列目)入場券 4,000 円 (当日 5,000 円)
コロナ感染対策の為、以下のような対応をさせていただきますのでご了承ください。
※立ち見(入場券のみ)は販売致しません。
※前売り券が完売になりましたら当日券の販売は致しません。
○チケットの申し込み方法…下記の①∼③でお願い致します。
①JDA ホームページに掲載のライン公式アカウントからお友達登録をして頂き、
トークに書き込みを入れて下さい。こちらから連絡差し上げます。
②問い合わせ先の TEL＆FAX(必ず返信先の番号をご記入下さい)からも可能。
③ホームページのお問い合わせメールから申込も可能。

16.動画撮影 5,000 円
17.出場特典

競技内容(1).(2).(3).(4)の競技に出場された選手の方全員、各カップルに
1,000 円相当の記念クオカードを進呈致します。

※注(5)は含みません

18.表彰
(1)・(2)プロフェッショナルオープンダンス選手権大会(ボールルーム・ラテンアメリカン)
決勝入賞者(種目別)には賞状、および賞金が贈呈されます。
又、総合成績の優勝者には、さらにクリスタルトロフィーが贈呈されます。
※各種目の賞金となります（税込金額）
優 勝
80,000 円
準優勝
40,000 円
3 位
20,000 円
4 位
15,000 円
5 位
12,000 円
6 位
10,000 円
7 位～12 位には賞金 3,000 円（単科）が贈呈されます。
(3)・(4)アマチュアオープンダンス選手権大会(ボールルーム・ラテンアメリカン)
決勝入賞者(種目別）には賞状と副賞が贈呈されます。
又、総合成績の優勝者には、さらにクリスタルトロフィーが贈呈されます。
※各種目の副賞となります
優 勝
3,000 円クオカード
準優勝
2,000 円クオカード
3 位
1,000 円クオカード
4
5
6

位
位
位

1,000 円クオカード
1,000 円クオカード
1,000 円クオカード

（5）SD リーグ
優勝チームに賞状、副賞が贈呈されます。
また参加されたほかのチームにも副賞が贈呈されます。
19.注意事項
・出場される女性選手の方は必ずヒールカバーの装着をお願い致します。
・必ず健康チェック表の提出をお願い致します。提出をされた方のみの入室となります。
提出がない場合、会場に入れないこともございます。(用紙は HP から印刷して下さい)
・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下さい。大会中に発生した
事故の応急処置は致しますが、その後の処置については責任を負いかねます。
20.新型コロナウイルス感染予防対策
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、下記の注意事項を厳守していただき競技会を進めてまいります。
１） 大会に参加する全ての選手と観覧のお客様へのお願い
① 以下の事項に該当する場合は参加の見合わせをお願い致します。
○体調が優れない場合（発熱・咳・頭痛等の症状がある）。
○同居家族や身近で接触した知人が感染を疑われている場合。
○過去 14 日以内に政府からの入国制限のある地域へ渡航または当該在住者と濃厚接触が
ある場合。
② 競技会場及び控室は終日、マスク着用となります。
③ こまめな手洗い、アルコール等による手指の消毒をしてください。
④ 大会中に大きな声での会話や応援をしないでください。
⑤ 感染防止のため主催者が決めた措置の遵守、または主催者の指示に従ってください。
⑥ 大会終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、速やかに濃厚接触者の
有無等について主催者への報告をお願いします。
２） 大会当日の受付での対応
① 当日受付窓口では手指消毒剤を設置します。
② 入場者全員、非接触型体温計で検温します（37.5 度以上ある方の入場をお断りします）。
３）選手へのお願い
① 当日の控室は人数制限を行いますので係員の誘導に従ってください。
② 控室では大声での会話をお控えください。
③ カップル間であってもタオルの共用、ドリンクの回し飲みはおやめください。
④ 競技会中も含め終日、各自持参のマスク(布又は不織布で完全に口が覆われるマスク）
の着用をお願いします。
（マウスシールド・フェイスシールド・ダンスマスクマンは不可）
⑤ フロア上での位置取りの際はできる限り他のカップルと距離をとってください。
⑥ 競技会終了後は速やかに着替え、控室からの退出をお願いします。
⑦ 表彰式での他のカップルとの握手、ハグなどはお控えください。
⑧ 大会終了後、大人数での会食はご遠慮ください
⑨ トレーナー等を会場・建物内に帯同することは、一切禁止します。
21.お問合せ先 下記の電話対応とメールのみになります。
Mail：comp@jda-dance.org
TEL：03-3724-7880 対応時間 月.水.金曜日（祝日は除く）13:00～16:00
〒152-0035 東京都目黒区自由が丘 1－2－7 国際パレス自由が丘２０３
一般社団法人 日本ダンス連合(JDA) 事務局

