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ＪＤＣ公認（№2007011）・ＤＳＣＪ公認 (№070313) 

『2007JDC アジアオープンプロフェッショナルダンス選手権大会 in 名古屋』 

併 催：2007 中部ダンススポーツフェスティバル in 名古屋 

海外選手出場・海外審査員招聘 

 

大 会 要 項 
【開催日時】 ２００７年 ３月 ４日（日）ＡＭ 10:00～ＰＭ 7:00（予定） 

【会  場】 名古屋市公会堂４Ｆホール 

    名古屋市昭和区鶴舞１丁目１番３号 Tel.052-731-7191 

【主  催】 有限責任中間法人日本ダンス議会(JDC)  

【主  管】 有限責任中間法人日本ダンス議会(JDC)中部総局 

【公  認】 有限責任中間法人日本ダンス議会(JDC) 

【後  援】 愛知県・名古屋市・中日新聞社 

 

【 競 技 内 容 】 

１. プロフェッショナル アジアオープン スタンダード ダンス選手権 

２. プロフェッショナル アジアオープン ラテンアメリカン ダンス選手権 

３. プロフェッショナルＣＤＮ級 スタンダード ダンス競技会 

４. プロフェッショナルＣＤＮ級 ラテンアメリカン ダンス競技会 

５. アマチュア オープン スタンダード ダンス競技会 

６.  アマチュア オープン ラテンアメリカン ダンス競技会 

７. アマチュア Ｂ級 スタンダード ダンス競技会 

８. アマチュア Ｂ級 ラテンアメリカン ダンス競技会 

９. アマチュア Ｃ級 スタンダード ダンス競技会 

10. アマチュア Ｃ級 ラテンアメリカン ダンス競技会 

11. アマチュア Ｄ級 スタンダード ダンス競技会 

12. アマチュア Ｄ級 ラテンアメリカン ダンス競技会 

13. アマチュア ノービス スタンダード ダンス競技会 

14. アマチュア ノービス ラテンアメリカン ダンス競技会 

   

【審 査 員】 海外からの招聘審査員並びに JDC 公認審査員による複数制とする。 

 

【競技種目及び出場資格】 

  １.２. プロフェショナル アジアオープン ダンス選手権 

  （スタンダード）      Ｗ･Ｔ･Vw･Ｆ･Ｑ ５種目総合（Vw は準決勝より） 

  （ラテンアメリカン）   Ｃ･Ｓ･Ｒ･Ｐ･Ｊ ５種目総合（Ｊは準決勝より） 

（出場資格） 

   2007 年度 日本ダンス議会（JDC）に登録完了している選手。 

その他のプロフェショナル選手。 

  ※ 両セクションに重複出場不可。但し他のセクションに出場可。 

   

３.４. プロフェッショナル ＣＤＮ級 ダンス競技会 

  （スタンダード）     Ｗ・Ｆ ２種目総合 

  （ラテンアメリカン） Ｓ・Ｒ ２種目総合 

（出場資格） 

   2007 年度 日本ダンス議会（JDC）登録Ｃ級以下の登録選手。 

   その他のプロフェショナル選手。 

   ※ 他のセクション及び両セクションに重複出場可。 
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５.６. アマチュア オープンダンス競技会 

  （スタンダード）       Ｗ・Ｔ・Vw・Ｆ・Ｑ ５種目総合（Vw は準決勝より） 

  （ラテンアメリカン）  Ｓ・Ｃ・Ｒ・Ｐ・Ｊ ５種目総合 (J は準決勝より) 

（出場資格） 

アマチュアＪＤＳＦ登録選手。 

   ※ 両セクションに重複出場不可。但し他のセクションに出場可。 

 

７.８. アマチュアＢ級ダンス競技会 

  （スタンダード）      Ｗ・Ｔ・Ｆ・Ｑ ４種目総合 （Ｑは準決勝より） 

  （ラテンアメリカン）  Ｓ・Ｃ・Ｒ・Ｐ  ４種目総合 （Ｐは準決勝より） 

（出場資格） 

Ｂ級以下のアマチュアＪＤＳＦ登録選手。 

  ※ 他のセクション及び両セクションに重複出場可。 

 

    ９.10. アマチュア Ｃ級ダンス競技会 

  （スタンダード）      Ｗ・Ｔ・Ｆ ３種目総合 （Ｆは準決勝より） 

  （ラテンアメリカン）  Ｓ・Ｃ・Ｒ  ３種目総合 （Ｒは準決勝より） 

（出場資格） 

Ｃ級以下のアマチュアＪＤＳＦ登録選手。 

  ※ 他のセクション及び両セクションに重複出場可。 
 

11.12. アマチュア Ｄ級ダンス競技会 

  （スタンダード）      Ｗ・Ｑ ２種目総合 

  （ラテンアメリカン）   Ｃ・Ｒ ２種目総合 

（出場資格） 

Ｄ級以下のアマチュアＪＤＳＦ登録選手。 

※ 他のセクション及び両セクションに重複出場可。 

 

13.14. アマチュア ノービス級ダンス競技会 

  （スタンダード）       Ｔ 単科 

  （ラテンアメリカン）   Ｃ 単科 

（出場資格） 

JDSF １級以下のアマチュアＪＤＳＦ登録選手及び未登録選手。 

※ 他のセクション及び両セクションに重複出場可。 

※ 使用フィガーは ISTD,IDTA テクニックブック記載の範囲内。 

 

 

【出場申込方法】 

（プロフェッショナル選手） 

ＪＤＣ中部総局所定の申込用紙に必要事項を記入の上、出場料を郵便振込した写しと、返信用は

がき(宛名明記・裏面白紙)を同封の上、期日までにＪＤＣ中部総局事務局へ郵送してください。 

ＪＤＣ中部総局事務局 

〒464-0858 名古屋市千種区千種 1-30-2 古井ノ坂ビル 201 

  （TEL.０５２-７４５-２３４５ FAX.０５２-７４５-２３４６） 

 郵便振替口座 JDC 中部総局 競技部 口座番号 00830-5-88490 
 

（アマチュア選手） 

ＤＳＣＪ標準様式用紙（全日本アマチュア統一級認定証のコピーを貼付したもの）に、必要事項

を記入の上、出場料を郵便振込し、(通信欄に大会日・大会名を必ず明記）振込の写しと申込書･

返信用はがき(宛名明記・裏面白紙)を同封の上、DSCJ 競技会中部事務局まで郵送して下さい。※

現金不可 
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※ＪＤＳＦ登録選手で、統一級認定証コピー貼付のない申込書は受付できません。 

 

ＤＳＣＪ競技会中部事務局  

〒464-0858 名古屋市千種区千種 1-30-2 古井ノ坂ビル 201 

（TEL.０５２-７４５-２３４５ FAX.０５２-７４５-２３４６） 

郵便振替口座 DSCJ 競技会中部事務局  口座番号 00840-1-204447 
 

【出 場 料】 

  JDC 登録プロフェショナル     ￥ ５,０００ 

  他団体登録プロフェショナル        ￥１０,０００ 

  アマチュア       ￥ ５,０００ 

 注：納入された出場料は原則として返金できません。 

期限を過ぎて申し込まれた方は遅延事務手数料（1,000 円）を徴収させていただく場合が

あります。 

 

【申込締切日】 平成１９年２月３日（土）必着 
 

【出場選手特典】 

 ・2006ｱｼﾞｱｵｰﾌﾟﾝ準決勝以内の選手は出場料無料。また、第 1ラウンドを免除する。 

 ・2006ｱｼﾞｱｵｰﾌﾟﾝ24 位以内の選手は前後 2泊の宿泊代を中部総局が負担する。(但し、自総局

選手を除く。) 

 
  

【賞金・賞品】 

 １.  プロオープンダンス選手権 （スタンダード・ラテンアメリカン共） 

 1 位 賞状 賞金 40 万円 

 2 位 賞状 賞金 30 万円 

 3 位 賞状 賞金 25 万円 

 4 位 賞状 賞金 10 万円 

 5 位 賞状 賞金 7 万円 

 6 位 賞状 賞金 5 万円 

 7 位 賞状 賞金 3 万円 

 8 位 賞状 賞金 3 万円 

 準決勝 賞状 賞金 1 万円 

 ＊海外選手に対しては、上記賞金額は、２０％の源泉所得税を徴収後の金額となります。 

      ＊国内選手には、上記賞金額より１０％の源泉所得税を差し引いた金額が支払われます。 

         

２. プロＣＤＮ級（スタンダード・ラテンアメリカン共） 

  １位～６位 賞状  賞金  

 ３. アマチュアオープン及びクラス別（スタンダード・ラテンアメリカン共） 

  １位～６位 賞状  副賞 

 

【オナーダンス】 

プロフェショナルアジアオープンダンス選手権の上位入賞者 1組（スタンダード・ラテンア

メリカン共）は各１曲踊る。 
 

【肖 像 権】大会の全ての権利並びに肖像権については、主催者側が有するものとする。 
 

【ビデオ撮影】不可 
 

【入 場 券】 前売券 ￥6,000   当日券 ￥7,000 

指定席Ａ席 ￥6,000  Ｂ席 ￥4,000 Ｃ席 \2,000 
 

【問い合せ先】ＪＤＣ中部総局 上記プロ申込先に同じ。URL http://www.jdc-chubu.jp 
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     又は、競技部(マブチダンススクール) TEL.０５３３-８５-９８１４  

日本ダンス議会では､出場受付ならびに大会成績をﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ上に発表します。又、日本ダンス議会主催競技

会等の案内状を送付させていただくことがあります。以上の点をご了解の上で出場申し込みをお願い致します。 


