2021年7月5日
報道関係各位
ダンススタジアム大会事務局

取材のご案内
～ ダンスの力で日本に元気を!! 高校ダンス部の日本一を決める大会 ～

第14回 日本高校ダンス部選手権
スーパーカップ DANCE STADIUM
地方大会 2021年7月22日(木)～8月7日(土)
全国大会 2021年8月18日(水)、19日(木)
拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
また、平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、ダンススタジアム大会事務局は、7月22日より「第14回 日本高校ダンス部選手権 スーパーカップ
DANCE STADIUM」を開幕致します。
昨年2020年はコロナ禍の中、一部の地方大会ではビデオ審査にて実施するなど、コロナ対策を施して
無事に大会を終了致しました。また、コロナ禍にも関わらず、前年2019年の約7割にあたる346校もの
学校に出場を頂きました。
そして今年2021年は、再び全国7カ所にて地方大会を開催し、8月18,19日に全国大会を開催致します。
出場校数は、過去最高を記録した2019年の495校を大幅に超える545校からエントリーを頂きました。
地方大会を勝ち抜いたスモールクラス50校、ビッグクラス40校に加え、昨年秋開催のWeb戦優勝校
（各クラス1校）がシード校として全国大会に出場します。
大会創設時より、高等学校のクラブ活動の大会という位置づけでスポーツ庁及び公益財団法人 全国
高等学校体育連盟はじめ各地の自治体、教育委員会等の支援、協力のもと続けてきた「ダンスの甲子園
大会」とも呼ばれる当大会は、お陰さまで日本一の規模を誇る大会へと成長して参りました。
業務ご多忙とは存じますが、是非この機会に、ご取材参加くださいますようお願いいたします。
皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております。
敬具
2020年ビッグクラス優勝 同志社香里高等学校

2020年スモールクラス優勝 大阪府立箕面高等学校

※カメラ位置は指定の撮影場所となります。
※会場内では客席部分に設けたスチール/ムービー席からの固定位置からのご撮影をお願いしております。
※各大会初日の前日12:00までに担当者までご相談ください。（関東・甲信越大会の場合 8/2(月)12:00まで）
※ご来場の際は、必ずマスクを着用ください。また、事前に体温を計ってお越しください。37.5℃以上の場合は入館頂けません。
※関係者駐車場のご利用はできません。車でご来場の場合は、近隣の駐車場をご利用ください。

〈この件に関する報道関係の皆様からのお問い合わせ先〉
ダンススタジアム大会事務局（一般社団法人ストリートダンス協会内） 担当：山川
■ TEL : 06-6110-2222 ■ FAX : 06-6110-1801 ■ MAIL : info@dancestadium.com

大会概要
● ダンススタイル
● 出場資格
● 演技時間
● チーム人数
● 審査基準
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オールジャンル
全日制または定時制の高等学校及び高等専門学校のダンス部、及び同好会
2分～2分30秒
スモールクラス（2～12名）・ビッグクラス（13～40名）
① ビジュアル
１０点 － 衣装・表情など
② エンターテイメント １０点 － 演出・振り付け・フォーメーション・
動きのメリハリ・見せ方
③ テクニック
１０点 － ダンス技術・全員の動き・バランス・
合わせ（ユニゾン）が揃っているか
④ 音楽
１０点 － 使用音源の選曲･構成
⑤ スペシャリティー １０点 － 各審査員ごとの全体的総合評価
一般社団法人ストリートダンス協会 産経新聞社 フジテレビジョン
スポーツ庁 公益財団法人全国高等学校体育連盟 他
エースコック株式会社
ポカリスエット USEN-NEXT I’moon

大会スケジュール
[北海道大会] 会場：共済ホール
2021年7月25日(日) 開場 13:00 開演 13:30 （出場：スモールクラス 6校 / ビッグクラス 5校）
[東北大会] 会場：電力ホール
2021年7月26日(月) 開場 12:30 開演 13:00 （出場：スモールクラス 9校 / ビッグクラス 8校）
[関東・甲信越大会]
2021年8月3日(火)
2021年8月4日(水)
2021年8月5日(木)
2021年8月6日(金)

会場：J:COMホール八王子
開場 10:30 開演 11:00 （出場：スモールクラス 21校 / ビッグクラス 37校）
開場 10:30 開演 11:00 （出場：スモールクラス 21校 / ビッグクラス 37校）
開場 10:30 開演 11:00 （出場：スモールクラス 27校 / ビッグクラス 29校）
開場 10:30 開演 11:00 （出場：スモールクラス 26校 / ビッグクラス 29校）

[東海・北陸大会] 会場：名古屋市公会堂・大ホール
2021年7月29日(木) 開場 11:00 開演 12:00 （出場：ビッグクラス 38校）
2021年7月30日(金) 開場 10:30 開演 11:15 （出場：スモールクラス 29校）＊スモールクラスの前に中学校大会実施
[近畿・中国・四国大会] 会場：神戸文化ホール・大ホール
2021年8月4日(水) 開場 13:00 開演 13:30 （出場：ビッグクラス 27校）
2021年8月5日(木) 開場 10:30 開演 11:00 （出場：スモールクラス 30校 / ビッグクラス 28校）
2021年8月6日(金) 開場 10:30 開演 11:00 （出場：スモールクラス 31校 / ビッグクラス 27校）
2021年8月7日(土) 開場 10:30 開演 11:00 （出場：スモールクラス 26校）
[九州大会] 会場：福岡市民会館・大ホール
2021年7月22日(木) 開場 10:00 開演10:30 （出場：スモールクラス 17校 / ビッグクラス 16校）
[沖縄大会] 会場：うるま市石川会館
2021年7月25日(日) 開場 11:30 開演 12:00 （出場：スモールクラス 9校 / ビッグクラス 12校）
[全国大会・スモールクラス] 会場：パシフィコ横浜・国立大ホール
2021年8月18日(水) 開場 12:30 開演 13:30 （出場：スモールクラス
[全国大会・ビッグクラス] 会場：パシフィコ横浜・国立大ホール
2021年8月19日(木) 開場 12:00 開演 13:00 （出場：ビッグクラス

51校）

41校）

※北海道大会、東北大会、全国大会以外の大会全て入替制にて実施致します。

取材申込書

第14回 日本高校ダンス部選手権
スーパーカップ DANCE STADIUM
地方大会 2021年7月22日(木)～8月7日(土)
全国大会 2021年8月18日(水)、19日(木)
FAXご返送先（ダンススタジアム大会事務局行）FAX：06-6110-1801
申込期限：各大会初日の前日12:00まで
取材希望大会 ： 希望大会名
希望日程
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※カメラ位置は指定の撮影場所となります。
※会場内では客席部分に設けたスチール/ムービー席からの固定位置からのご撮影をお願いしております。
※各大会初日の前日12:00までに担当者までご相談ください。（関東・甲信越大会の場合 8/2(月)12:00まで）
※ご来場の際は、必ずマスクを着用ください。また、事前に体温を計ってお越しください。37.5℃以上の場合は入館頂けません。
※関係者駐車場のご利用はできません。車でご来場の場合は、近隣の駐車場をご利用ください。
個人情報の記入に当って
ご記入頂きました個人情報は、今回のイベント関連の出席者管理・ご連絡のみに利用させて頂きます。イベント関係者以外の第三者への提供・預託は行いません。
本ご返信状に個人情報を記入頂く場合には、下記内容をご確認・ご同意の上、同意欄にチェックの上ご返信をお願い致します。
□ 個人情報の送信に同意する
当社の個人情報保護方針、並びに個人情報の取り扱いに関するお問合せは info@dancestadium.comまでお願い致します。

