２０２２スーパージャパンカップダンス
全日本セグエ選手権・全日本選抜ダンス選手権
大会要項
２０２２年全日本セグエ選手権、全日本選抜ダンス選手権、ライジングスター競技会、スーパー
シニア競技会、全日本ジュニア・ジュブナイル選手権を下記の通り開催致します。
なお、新型コロナウイルスの感染状況によっては、開催を見送る場合がございますので、予めご
了承ください。
１ 日

時

２
３
４
５

場
催
管
援

会
主
主
後

６ 競技内容

令和４年３月５日（土） ９時００分～２０時００分
３月６日（日） ９時００分～２０時００分
幕張イベントホール（幕張メッセ）
公益財団法人日本ボールルームダンス連盟
一般社団法人東部日本ボールルームダンス連盟
(申請中)スポーツ庁、千葉県、千葉県教育委員会、千葉市、
特定非営利活動法人国連ＵＮＨＣＲ協会、公益社団法人日本ユネスコ協会連盟
全ての競技会の予選は２面フロアーで行う予定で、全日本選抜（プロ・アマ共）、
ライジングスター（プロ・アマ共）は最終予選、その他は準決勝より１面で行い
ます。
全日本選抜の５種目総合は、プロは準々決勝から単科に変わり、アマは最終予選
から単科に変わります。
（１）全日本セグエ選手権
１日目＝ラテンアメリカン・セグエ 競技会番号：220305101 マーク：G4
２日目＝スタンダード・セグエ
競技会番号：220306101 マーク：G4
スタンダード・ラテンアメリカン共、５種目中１種目以上入れて編曲してく
ださい。
各自、テープ・ＣＤ・ＭＤは２月１０日（木）抽選日までに東部日本ボール
ルームダンス連盟競技部に提出してください。
演技の順番は、２月１０日（木）１０時より、日本ダンス会館地下会議室に
於いて、抽選で決定致します。
（欠席の場合は代理人を立てる事）
尚、細部規制については、セグエ競技規定を参照してください。
＊ 上記規制に違反した場合は失格の対象となります。
（２）全日本選抜ダンス選手権
プロ １日目＝スタンダード
Ｗ・Ｔ・Ｖｗ・Ｆ・Ｑ ５種目の単科
競技会番号：220305102 マーク：G3
２日目＝ラテンアメリカン Ｃ・Ｓ・Ｒ・Ｐ・Ｊ
５種目の単科
競技会番号：220306102 マーク：G3
＊ ＶｗとＪは準々決勝より入ります。
アマ １日目＝ラテンアメリカン Ｃ・Ｓ・Ｒ・Ｐ・Ｊ
５種目の単科
競技会番号：220305104 マーク：G3
２日目＝スタンダード
Ｗ・Ｔ・Ｖｗ・Ｆ・Ｑ ５種目の単科
競技会番号：220306104 マーク：G3
＊ ＶｗとＪは最終予選より入ります。
（３）ライジングスター競技会
プロ １日目＝スタンダード
Ｗ・Ｔの２種目総合
競技会番号：220305103 マーク：C
２日目＝ラテンアメリカン Ｒ・Ｐの２種目総合
競技会番号：220306103 マーク：C
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アマ １日目＝ラテンアメリカン Ｃ・Ｓの２種目総合
競技会番号：220305105 マーク：C
２日目＝スタンダード
Ｆ・Ｑの２種目総合
競技会番号：220306105 マーク：C
（４）スーパーシニア競技会（男性部門・女性部門）
１日目のみ＝スタンダード
Ｗ・Ｔの２種目総合
（５）全日本ジュニア選手権
２日目のみ＝スタンダード
Ｗ・Ｔ・Ｆ・Ｑの４種目総合
（６）全日本ジュブナイル選手権
２日目のみ＝ラテンアメリカン Ｃ・Ｓ・Ｒ・Ｊの４種目総合
７

出場資格

出場にあたっては、「18 新型コロナウイルス感染防止対策」を熟読し、同意し
た方のみ、お申し込みいただきますようお願い致します。
（１）全日本セグエ選手権（プロ）
両セクション共に、下記選手権の決勝入賞者及び、準決勝２回以上の入賞者
とし、ＪＢＤＦ各広域加盟団体に登録された選手で、ＪＢＤＦ（広域加盟団
体含む）競技規定を遵守している選手とします。
２０２１年 全日本選抜ダンス選手権（総合）
２０２１年 日本インターナショナルダンス選手権
２０２１年 ＪＢＤＦ全日本プロフェッショナルダンス選手権
＊ 資格を取得した選手権と異なるパートナーと出場する場合、選手は資格
を失います。
（２）全日本選抜ダンス選手権
①プロ部門は、ＪＢＤＦは全国ランキング９６位までの選手及び各広域加盟
団体より選抜された選手で、ＪＢＤＦ（広域加盟団体含む）競技規定を遵
守している選手とします。ＪＢＤＦ以外は、ＮＤＣＪ加盟団体より選抜さ
れた選手とします。
なお、全国ランキングの資格を取得した異なるパートナーと出場する場合
は、全国ランキングの資格を失います。
各団体の選抜枠は次のとおりです。
ａ．東部日本は、両セクション共に、全国ランキング９６位までのＣ級以
上の選手。
Ｃ級以下の選手でランキング９６位までの選手は、全日本選抜ダンス
選手権の出場資格がありますので、ライジングスターには出場できま
せん。
上記以外に、ブロック毎に両セクション共に、下記の選抜選手。
神奈川県連盟
２組
東北ブロック
３組
関東・甲信越ブロック ５組
ｂ．東部日本以外の広域加盟団体は、両セクション共にＢ級以上の選手。
Ｃ級以下の選手でランキング９６位までの選手は、全日本選抜ダンス
選手権の出場資格がありますので、ライジングスターには出場できま
せん。
ｃ．ＪＣＦ・ＮＤＣＪ／Ｕ登録選手は、両団体とも両セクション共に９組
の選抜選手。
②アマ部門は、ＪＢＤＦ各広域加盟団体より選抜された選手で、ＪＢＤＦ（広
域加盟団体含む）競技規定を遵守している選手とします。
各広域加盟団体の選抜枠は次のとおりです。
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ａ．東部日本は、両セクション共に、Ｄ級以上の登録選手。
上記以外に都県連盟毎に両セクション共に、各１組の選抜選手。
ｂ．東部日本以外の広域加盟団体は、両セクション共に、下記の選抜され
た組数。
北 海 道
１０組
中部日本
１５組
西部日本
２０組
九
州
１０組
上記組数には招待選手は含まれません。
（３）ライジングスター競技会
①プロ部門は、ＪＢＤＦ各広域加盟団体より選出された選手で、ＪＢＤＦ（広
域加盟団体含む）競技規定を遵守している選手とします。
各広域加盟団体の選出枠は次のとおりです。
ａ．東部日本は、両セクション共に、Ｃ・Ｄ級の登録選手とし、Ｃ級は降
級規定、Ｄ級は昇降級規定の対象競技会とします。
Ｃ級以下の選手でランキング９６位までの選手は、全日本選抜ダンス
選手権の出場資格がありますので、ライジングスターには出場できま
せん。
ｂ．東部日本以外の広域加盟団体は、両セクション共に、Ｃ・Ｄ級登録選
手とします。
②アマ部門は、各広域加盟団体のＣ級以下の登録選手で、ＪＢＤＦ（広域加
盟団体含む）競技規定を遵守している選手とします。
出場組数は、１２０組(先着順)です。
ａ．東部日本は、両セクション共に、Ｃ級の昇降級規定の対象競技会とし
ます。Ｄ級以下の選手は、自己級１回出場扱いとします。
ｂ．ライジングスター競技会出場のＣ・Ｄ級選手は、選抜選手権にもエン
トリー出来ます。
（４）スーパーシニア競技会
ａ．男性部門：大会当日現在、満６５才以上のアマチュア男性。パートナー
はアマチュアの女性のほか、プロＢ級以下及び現役を引退した女性の方
でも可能です。申込の際、男性の生年月日を明記してください。
ｂ．女性部門：大会当日現在、満６５才以上のアマチュア女性。パートナー
はアマチュア男性のほか、プロＣ級以下及び現役を引退した元Ｂ級以下
の男性の方でも可能です。申込みの際、女性の生年月日を明記してくだ
さい。
＊ 男性部門と女性部門の重複エントリーはできません。
（５）全日本ジュニア選手権
大会当日現在、年齢が１２才以上１６才未満の男女とします。但し、一方の
年齢が１２才未満でも出場出来ます。（同性のカップルは不可）申込の際、
生年月日と年齢を明記してください。
＊ 日本国籍を有する者。但し、１年以上の長期滞在外国籍者（要証明書）
は、出場申込み時に証明書を添付し、実行委員会の承認を得ることとし
ます。
（６）全日本ジュブナイル選手権
大会当日現在、年齢が１２才未満の男女。（同性のカップルは不可）申込の
際、生年月日と年齢を明記してください。尚、８歳未満の出場希望者は保護
者の承諾書を添えてください。最少年齢は６歳とします。
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＊ 日本国籍を有する者。但し、１年以上の長期滞在外国籍者（要証明書）
は、出場申込み時に証明書を添付し、実行委員会の承認を得ることとし
ます。
＊ フィガー規制、服装規定があります。
８ 出場登録料 出場登録料は下記の通りとし、出場申込と同時に納入してください。
（１）全日本セグエ
免
除
（２）全日本選抜ダンス プロ
▪ ＪＢＤＦ
１セクション ￥ ７，０００
▪ ＪＣＦ･ＮＤＣＪ／Ｕ 〃
￥１１，０００
アマ
〃
￥ ８，０００
（３）ライジングスター プロ
〃
￥ ６，０００
アマ
〃
￥ ６, ０００
（４）スーパーシニア
〃
￥１１，０００
（５）全日本ジュニア
〃
￥ ３，０００
（６）全日本ジュブナイル
〃
￥ ３，０００
＊ 申込み後、出場を取り消されても出場登録料の払い戻しは致しません。
９ 招待選手

全日本選抜ダンス選手権のプロ・アマ共に下記３大大会の決勝入賞者を招待致し
ます。
２０２１年 全日本選抜ダンス選手権（総合）
２０２１年 日本インターナショナルダンス選手権
２０２１年 ＪＢＤＦ全日本プロフェショナルダンス選手権
２０２１年 全日本アマチュアダンス選手権
＊ 招待選手には、規定（開催地以外の広域加盟団体に登録している選手が対象）
による旅費・宿泊費が支給される他、出場登録料が免除されます。宿泊・交
通に関する手配は、各自でお願いします。
＊ 資格を取得した選手権と異なるパートナーと出場する場合は資格を失います。

10 シード選手

全日本選抜ダンス選手権のプロに限りシード制を設けます。
（１）Ａシード、３大大会の準決勝入賞者は第３予選より競技に参加します。
（２）Ｂシード、３大大会の準々決勝入賞者は第２予選より競技に参加します。
＊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。

11 出場申込

出場申込者は、所属の広域加盟団体等へ下記の方法にてお申込みください。締切
日以降の受付は、一切致しませんので、予めご了承ください。
（１）東部日本
下記の方法にて、締切日までに東部日本事務局へお申込みください。
ａ．全日本セグエ選手権（出場登録料不要）は、共通エントリーカード（マ
ークシート、以下「エントリーカード」
）で、お申込みください。
ｂ．全日本選抜ダンス選手権、ライジングスター競技会は、エントリーカー
ドで出場登録料を同封の上、現金書留にて東部日本事務局へお申込みく
ださい。
ｃ．その他は、往復ハガキで出場登録料を同封の上、現金書留にて東部日本
事務局へお申込みください。
ｄ．２つ以上のセクションに出場する場合は、各々別のエントリーカードま
たは、往復ハガキを使用してください。
ｅ．記入事項は正確に、漏れなく記入してください。特に登録番号、郵便番
号、住所、連絡電話番号は必ず明記してください。
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ｆ．スーパーシニアは、男性部門は男性の、女性部門は女性の年齢と生年月
日を、ジュニア及びジュブナイルは、男女の年齢と生年月日を明記して
ください。
（２）東部日本以外の広域加盟団体
各広域加盟団体でお取りまとめの上、出場登録料と共にデータにて、ＪＢ
ＤＦ本部事務局を通して、締切日までに一括して大会事務局へお申込みく
ださい。
（３）ＪＣＦ・ＮＤＣＪ／Ｕ選出選手は、所属する団体（ＪＣＦ・ＮＤＣＪ／Ｕ）
にお申込みください。ＪＣＦ・ＮＤＣＪ／ＵはＪＢＤＦ本部事務局を通して、
締切日までに一括して大会事務局へお申込みください。
（４）締切日：令和４年１月２８日（金）必着
（５）大会事務局
〒１０３－０００７ 東京都中央区日本橋浜町２－３３－４ 日本ダンス会館４Ｆ
（一社）東部日本ボールルームダンス連盟 ＳＪＣ２０２２エントリー係
ＴＥＬ：０３－５６５２－７３６１
ＦＡＸ：０３－５６５２－７３６３
12 安全対策

事前及び大会当日の健康管理は、自己責任において行い、十分留意して参加して
ください。
万一、大会当日に不慮の事故により負傷・疾病等が発生した場合は、主催者は医
師等による応急処置の対応は行いますが、それ以後の責任は負いませんので、予
めご了承ください。

13 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。

14 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。

15

審 査 員

全ての競技会は、
（公財）日本ボールルームダンス連盟公認審査員により複数制
で行います。但し、セグエ選手権に関しては、セグエ競技規定により行います。

16

入 場 料

チケットのご購入にあたっては、「18 新型コロナウイルス感染防止対策」を熟
読し、同意した方のみ、ご購入いただきますようお願い致します。
（１）当日［アリーナ席］
［１階席］
［２階席］
［３階席］
ＳＳ席 \25,000
Ｓ席 \22,000
Ｅ席 \4,000
Ｈ席 \500
ＳＡ席 \22,000
Ａ席 \17,000
Ｆ席 \3,000
Ｂ席 \10,000
Ｇ席 \1,000
Ｃ席 \ 7,000
Ｄ席 \ 5,000
［ロイヤルボックス席］
\25,000

（２）前売［アリーナ席］
ＳＳ席 \23,000
ＳＡ席 \20,200

［１階席］
Ｓ席 \20,200
Ａ席 \15,600
Ｂ席 \ 9,200
Ｃ席 \ 6,400
Ｄ席 \ 4,600

［２階席］
Ｅ席 \3,600
Ｆ席 \2,700
Ｇ席 \ 900

［ロイヤルボックス席］
\23,000
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［３階席］
Ｈ席 \400

17

賞金・賞品
（１）全日本セグエ選手権（スタンダード・ラテンアメリカン共）
１位
優勝杯 カップ 賞金 １００万円（税込み）
２位
〃
６０万円
〃
３位
〃
４０万円
〃
４位
３０万円
〃
５位
２０万円
〃
６位
１０万円
〃
７位以下
７万円
〃
（２）全日本選抜ダンス選手権
①プロ（スタンダード・ラテンアメリカン共単科）
１位
優勝杯
賞金
８万円 （税込み）
２位
４万円
〃
３位
２万円
〃
４位
１万５千円 〃
５位
１万円
〃
６位
１万円
〃
＊ 総合の１～３位には、カップ・賞状が授与されます。
②アマ（スタンダード・ラテンアメリカン共総合）
１位
優勝杯
メダル
賞金 ５万円（税込み）
２位
〃
賞金 ３万円
〃
３位
〃
賞金 ２万円
〃
４位
賞金 １万円
〃
５位
賞金 １万円
〃
６位
賞金 １万円
〃
（３）ライジングスター競技会
①プロ（スタンダード・ラテンアメリカン共）
１位
賞金 ５万円（税込み）
２位
３万円
〃
３位
２万円
〃
４位
１万円
〃
５位
１万円
〃
６位
１万円
〃
②アマ（スタンダード・ラテンアメリカン共）
）
１位～３位
カップ
賞状
４位～６位
賞状
（４）スーパーシニア競技会（スタンダード）
１位～３位
楯
賞状
４位～６位
賞状
（５）全日本ジュニア選手権（スタンダード）
１位～３位
カップ
賞状
４位～６位
賞状
（６）全日本ジュブナイル選手権（ラテンアメリカン）
１位～３位
カップ
賞状
４位～６位
賞状
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賞状
〃
〃
〃
〃
〃
〃

賞状
〃
〃
〃
〃
〃

賞状
〃
〃
〃
〃
〃

賞状
〃
〃
〃
〃
〃

18 新型コロナウイルス感染防止対策
下記事項について、観戦者・参加選手・審査員・大会役員・関係者等来場者全員、
遵守していただきますようお願い致します。遵守できない場合は、ご退場いただ
くこととなりますので、予めご了承ください。
◆大会当日、以下の事項に該当する場合は、来場を見合わせてください。
▪ 体調がよくない場合（発熱・咳・咽頭痛・風邪などの症状、だるさや息苦
しさ、嗅覚や味覚の異常、体が重く感じる、疲れやすい等がある場合）
▪ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合
▪ 新型コロナウイルス感染症陽性とされた方との濃厚接触がある場合
▪ 過去１４日以内に、海外への渡航または、海外在住者との濃厚接触がある
場合
▪ 過去１４日以内に、新型コロナウイルス感染が発生したクラスターとされ
る場所を訪れた場合、または当人との濃厚接触がある場合
◆マスクを必ず持参し、着用をお願いします。未着用の場合は、入場をお断り
します。
（参加選手は、基本的に競技中も各自持参のマスクを着用すること。
着用可能マスクは、布・不織布・ウレタンマスクのみで、ダンスマスクマン・
マウスシールド・フェイスシールド等は、使用不可とする。ただし、ラウン
ドや競技形式によって変動するので、役員の指示や司会のアナウンスに従う
こと。
）
◆入場時に検温し、３７．５度以上ある場合は、入場をお断りします。
◆健康チェック表（氏名及び連絡先、感染防止のために主催者が決めた措置の
遵守並びに主催者の指示に従うことに同意を含む）を提出された方のみ、入
場を許可します。
◆会場内にアルコール手指消毒液を設置しております。こまめな手洗い、手指
消毒をお願いします。
◆他の来場者等との距離を確保するよう心掛けてください。（参加選手・審査
員・大会役員は、控室等では出来るだけ距離を空けるよう努めること。
）
◆大声での会話や応援はご遠慮いただくとともに、なるべく会話を控えるよう
お願いします。
◆会場内での感染防止対策は万全を期しますが、ご来場の際は会場への往復を
含め、感染予防について自己責任でお願いします。主催者は一切責任を負い
ませんので、予めご了承ください。
◆気分がすぐれなくなった場合は、すぐにお申し出ください。
◆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、主
催者に対して速やかに、濃厚接触者の有無等について報告をお願いします。
上記の他、３密の回避及び、共有物や多くの人が触れる場所の定期的な消毒等、
スポーツ庁及び公益財団法人日本スポーツ協会のガイドラインに基づき、万全を
期して開催します。
なお、参加選手がトレーナー等を会場内へ帯同可能かどうかについては、感染状
況により決定しますので、ご了承ください。
以上、ご理解とご協力の程、よろしくお願い致します。
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