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2017年

国際親善

ジャパン ダンスグランプリ（マダム ダディン ロー カップ）

を下記の通り開催 いたします。尚、本大会はNDCJランキング競技会となります。

1.

日時 平成２９年７月１日（土）９：００～２１：００

2.

場所 とどろきサブアリーナ
〒211-0052 川崎市中原区等々力 1-3

3.

主催

ＪＢＤＦ－Ｉ／ＪＢＤＣ

4.

公認

ＮＤＣＪ

協力

一般社団法人東部日本ボールルームダンス連盟（Ｅ－ＪＢＤＦ）

5.

競技内容
①

ジャパンダンスグランプリ（以降 JD グランプリと記載）はスタンダード、
ラテンアメリカン共、準々決勝より５種目で行います。 競技会はラテンよりスタートします。
(本選エントリー重複不可、ライジング＆本 戦重複可 )
② ジャパン DG・ライジングスターダンス競技会 （以降は JD ライジングス
ターと記載）はスタンダード、ラテンアメリカン共に予選２種目、準決勝、
決勝４種目で行います。 (ライジングエントリー重複不 可、ライジング
＆本戦重複可 )
予選種目 スタンダード ワルツ、クイックステップ
ラテン チャチャチャ、パソドブレ
③ ジャパンダンス アマチュア競技会 はスタンダード、ラテンアメリカン共に予
選２種目、準決勝、決勝４種目で行います。
予選種目 スタンダード タンゴ、スローフォックストロット
ラテン サンバ、ルンバ
※JD グランプリは、バルカーカップ統一全日本出場申込みのクオリファイとな
ります。
※JD ライジングスター戦決勝入賞者には翌年のJD グランプリのシード権が
与えられます。

6.

降級規定
プロフェッショナル
各地方インターと同等の扱いの降級規定対象競技会となります。
アマチュア
出場申込数が３６組以上あった場合には降級規定対象となりますが、３６組未満の
場合は適用外になります。

7.

出場資格
①

JD グランプリ

②

JD ライジングスターセクションは 2016 年統一全日本のベスト 24 未満

世界オープン制

(統一全日本のシード選手以外)

③
8.

JD アマチュア オープン

外国人選手 自由参加
問合せ ＪＢＤＦ国際部
担当者 本部長 藪本正博

9.

メール

jbdf-masa@jbdf.or.jp

TEL

+81(0)90-8772-6607

健康管理
会場来場時、及び競技会中の不慮の事故については、基本的に自己責
任でお願い致しま す。
大会当日は、不慮の事故に対処する為、医師又は看護師を配備し応急
手当てを行える 体制を整えています。
万が一怪我発生時は損保保険にて対応させて頂きます。

10. オナーダンス
プロの優勝者にはオナーダンスが義務づけられます。

11. 肖像権
本大会の出場選手の肖像権並びに全ての権限は主催者にあるものとします。

12. 審査員
①

ＪＤ グランプリ 外国人審査員３名、各団体２名づつ

②

ＪＤ ライジング JBDF７名

③

JD アマチュア JBDF７名

13. 出場料
①

ＪＤ グランプリ \6,000

②

ＪＤ ライジング \6,000

但し、ＷＤＣ未登録の NDCJ 選手 \7,000
NDCJ 加盟団体以外の選手 \11,000
③ ＪＤ アマチュア \6,000
※JDC、JCF 選手出場申込は各 ２ ４ 組程度で締め切らせて頂きま
す。

14. 出場申込
①

出場申込締め切り日は平成２９年６月１０日（土）当日消印有効
※ 締め切り日以降の受付は、一切いたしません。

②

グランプリ・ライジング・アマチュア」出場の選手は、専用の出場申込書,又はイ
ンターネット受付を使用して JDG 大会受付部までお申し込みください。
インターネットエントリーの締め切りは平成２９年６月１１日（日）
http://www.jbdf.or.jp/contest/post-1.html

③

出場料は別途振り込みなります。振込締め切りは平成２９年６月１２日（月）
振込み手数料は各自負担になります。
振り込み確認が取れて正式な受理になります。
※振込人名は出場申込名でお願い致します。スタジオ名での振込は把握出来ません。
何らかの理由で出場申込名で振り込めない方は振込前に担当迄ご連絡ください。

④

記入事項は正確に、漏れなく記入してください。
特にＪＢＤＦ登録番号、ＷＤＣ登録番号、郵便番号、住所、連絡番号、名前は必ず
明記してください。
※ＷＤＣ登録番号がない場合はエントリー料が１，０００円高くなりますのでご注
意ください。

⑤

出場申込先
出場申込先

ＪＢＤＦ-I／ＪＢＤＣ国際本部

〒103-0007 東京都中央区浜町 2-33-4

日本ダンス会館 3Ｆ 国際本部

電話での問合せ先 ℡047-421-0334 担当 阿部
jbdf-entry@jbdf.or.jp
⑥

振込先
三菱東京 UFJ 銀行 六本木支店 普通 口座番号 0558360
ボールルームダンス議会 事務局長 藪本正博

15. シード
➀2016 年統一全日本の準決勝進出者
外国人選手 JBDC 基準によりシード選手として第２予選より出場。
実行委員会により承認されたワールドクラス競技会において準決勝以上の選手は１
に準ずるものとします。
※資格を取得した競技会と異なるパートナーと出場する場合は資格を失います。
➁前年度 ジャパンダンスグランプリ本選決勝入賞者
⓷前年度 JD ライジングスター戦決勝入賞者

16. 招待外国人選手
主催者側が規定による宿泊費を負担致します。

17. 入場料
１列目 ￥１８，０００
２列目 ￥１４，０００
３列目 ￥１０，０００
４列目 ￥１０，０００
立ち見 ￥ ５，０００ （当日売のみ）２階立ち見 ￥ ２，０００ （当日売のみ）
学生 ￥ ２，５００ （当日売のみ） ２階立ち見 ￥ １，０００ （当日売のみ）
中学生以下 無料
チケット申し込み先 jbdf-ticket@jbdf.or.jp 担当 渡邉迄
※プログラムは別途 ￥１，０００ 販売

18. 賞金・賞品
本大会の賞金はダティン 晴代ロー様,他スポンサー様より恵贈されます。
グランプリ優勝者には別途ダティン 晴代ロー賞が与えられます。
➀グランプリ（Ｓ・Ｌ共 各種目）
１位 3０万円 賞状、トロフィー
２位 2０万円 賞状
３位 1０万円 賞状
４位 5万円 賞状
５位 5万円 賞状
６位 5万円 賞状
７位 5万円 賞状
準決勝 １万円
➁ライジング（Ｓ・Ｌ共）
１位 ３万円 賞状
２位 ２万円 賞状
３位 １万５千円 賞状
４位 １万円 賞状
５位 １万円 賞状
６位 １万円 賞状
⓷アマチュア（Ｓ・Ｌ共）
１位 賞状、トロフィー
２位 賞状、トロフィー
３位 賞状、トロフィー
４位 賞状
５位 賞状
６位 賞状

