公益財団法人

日本中学校体育連盟 後援(前回実績)

第11回 日本中学校ダンス部選手権

大会開催のご案内
全国決勝大会
東日本予選大会
中日本予選大会
西日本予選大会

第11回 日本中学校ダンス部選手権

私たちは、ダンスに取り組む中学生たちの

「情熱・努力・友情・チームワーク」
そして

「感動」する心を応援します！

拝啓
貴校ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。
「中学校ダンス部の目標となる大会をつくろう！」という強い志の下開幕した、
日本中学校ダンス部選手権【DANCE STADIUM（ダンススタジアム】は、多くの
中学校ダンス部にご理解とご協力を頂いております。
中学校大会は今年で第11回大会を迎えます。昨年は新型コロナウイルスの
影響により様々な制限が続く中、無事節目となる第10回大会を開催することが出来
ました。
今後もwithコロナの大会が続きますが、中学生の皆様が安心して大会に臨めるよう
万全のコロナ対策を施して開催致します。
中学校の学習指導要項にダンスが導入され、中学生にとってダンスは身近なものと
なり、本格的にダンスを始める中学生が増えました。
そんな中学生ダンサー達の目標となる大会として、日本中学校ダンス部選手権が
存在できれば幸いです。
ダンス部の大きな目標となった【DANCE STADIUM】ですが、中学生の皆さんの
飽くなき向上心と同じように、この大会も更なる成長を目指します！私たちもそこで
多くの感動に出会いたいのです！
我々スタッフ一同、この大会が中学生ダンサー達の文化的な大会に発展していく
よう努力する所存です。
多くのご参加を心よりお待ちしております。
敬具
DANCE STADIUM大会事務局
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第11回 日本中学校ダンス部選手権

開催スケジュール
東日本予選大会

2022年 7月 25日(月)

中日本予選大会

2022年 7月 29日(金)

西日本予選大会

2022年 8月

全国決勝大会

2022年 8月 15日(月)

2日(火)

【西日本予選大会】
開催地：大阪
出 場：滋賀 京都 大阪
兵庫 奈良 和歌山
鳥取 島根 岡山
広島 山口 徳島
香川 愛媛 高知
福岡 佐賀 長崎
熊本 大分 宮崎
鹿児島 沖縄

【東日本予選大会】
開催地：東京
出 場：北海道 青森 岩手
宮城 秋田 山形 福島
茨城 栃木 群馬 埼玉
千葉 東京 神奈川
新潟 山梨 長野

【中日本予選大会】
開催地：愛知
出 場：富山
岐阜

石川
静岡

福井
愛知

三重
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第11回 日本中学校ダンス部選手権
開催概要
● 大会名

： 第11回 日本中学校ダンス部選手権

● 内

： 日本の中学校ダンス部日本一を決める大会

容

● 日程/会場

● 表

彰

DANCE STADIUM

： 東日本予選大会

2022年 7月 25日(月)

中日本予選大会

2022年 7月 29日(金)

名古屋市公会堂・大ホール

西日本予選大会

2022年 8月

グランキューブ大阪・メインホール

全国決勝大会

2022年 8月 15日(月)

： 優勝

2日(火)

J:COMホール八王子

神奈川県民ホール・大ホール

１校（文部科学大臣賞・トロフィー・メダル）

準優勝

１校（賞状・トロフィー・メダル）

３位

１校（賞状・トロフィー・メダル）

審査員特別賞

１校（盾）

※表彰は全国決勝大会のみとなります

■ 主

催

： 一般社団法人ストリートダンス協会
産経新聞社

■ 後

援

： スポーツ庁
公益財団法人日本中学校体育連盟
茨城県教育委員会

栃木県教育委員会

群馬県教育委員会

千葉県教育委員会

東京都教育委員会

神奈川県教育委員会

兵庫県教育委員会

奈良県教育委員会

和歌山県教育委員会

茨城県 栃木県

群馬県

兵庫県 奈良県

和歌山県

■ スペシャルサポーター ：
■

協

賛

埼玉県

千葉県

神奈川県

埼玉県教育委員会

京都府

京都府教育委員会

大阪府
（申請中含む）

AIRWALK

： エースコック株式会社
ストリートダンス検定

大阪スクールオブミュージック高等専修学校
東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校 高等課程

名古屋スクールオブミュージック＆ダンス専門学校 高等課程
株式会社阪神コンテンツリンク
■

協

力

： MGスポーツ株式会社

■

企

画

： サンセット商事株式会社

■

運営統括

： 株式会社ブルー スプラッシュ

■

運

： 株式会社アティックプロモーション

営

（昨年実績含む、五十音順）

後援は申請中、協賛・協力は第10回大会実績
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第11回 日本中学校ダンス部選手権
募集概要
●

ダンススタイル

： オールジャンル
※ダンスのジャンルは問いません。

● 出場定員

： 東日本予選大会

50校

中日本予選大会

30校

西日本予選大会

50校

※出場定員を超えた場合、キャンセル待ちとさせて頂きます。
※エントリーは、1校につき1チームのみです。
● 演技時間

： 1分30秒～2分
※規定時間を越える、または満たない演技は減点または失格となる。

● チーム人数

： 2名以上

● 顧問・引率

： ２名まで顧問・引率パスをお渡しいたします。
※出場選手と一緒に無料でご入場頂けます。
※最低１名の顧問の先生の引率が必須です。

● 人数変更

顧問・引率人数は
2名までです!!

： 出場選手と引率の人数変更は2022年6月6日(月)を期限とします。
出場人数を変更する場合は「出場エントリー用紙」を訂正して再度FAXをお送りください。
事務局からの返信FAXを必ずご確認ください。

● 出場費用

： 2,200円×出場人数
出場選手１名ごとに 2,200円（税込）をお支払い頂きます。
(例1)選手20名で出場する場合
2,200円×20名＝44,000円
※ご入金後はいかなる理由でも返金はできません。

各大会、エントリー順に定員となり次第キャンセル待ちとなります。
予めご了承ください。

2022年 5月15日(日)
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第11回 日本中学校ダンス部選手権
募集概要
● 出場資格 ― １. 中学校、中等教育学校前期課程 のダンス部、及びダンス同好会
２. 学校からの承認を得られるチーム
３. 大会当日は必ず1名以上の教職員が引率することができるチーム
● 規

定 ― 演技時間 ： 1分30秒～2分
規定時間を越える、または満たない演技は減点または失格となります。
使用備品 ： 使用する備品（小道具）のセッティングは30秒以内で行って下さい。
座席にて管理できるものに限る。大会事務局では一切お預かり致しません。
ユニゾン ： 演技プログラムには、ユニゾン（合わせ）部分を合計50秒以上取り込んで下さい。
出場選手全員が同じ振りで踊ること。
使用音源 ： 使用する音源データは、事前にメールにてデータで送って下さい。
予備として、当日同じ音源CDを1枚持参すること。
公序良俗に反する要素（暴力、わいせつ、差別など）が含まれる表現の歌詞が
入っている楽曲の使用は不可。

● 審査基準 ― ①テクニック
②コレオグラフィー
③ビジュアル
④エンターテイメント
⑤音楽
⑥スペシャリティー
● 審査員

１０点
１０点
１０点
１０点
１０点
１０点

－
－
－
－
－
－

技の精度・ユニゾンの・動きのメリハリ等
振付・構成・フォーメーション等
衣装・ヘアー・メイク・表情・世界観等
演出・アイデア・ショーマンシップ等
使用音源の選曲・構成・音質等
各審査員ごとの全体的総合評価

― 主催・協賛企業より数名
プロのダンサーなどダンス関係者より数名

● その他

（予定）

― 大会においての肖像権、著作権につきましては、大会事務局に帰属されます。
天災により交通機関に乱れが生じた場合、大会を中止する場合がございます。
やむを得ず大会を中止した場合、映像審査を実施する場合がございます。
映像審査実施の場合、出場費は映像審査料に充当させて頂きますので返金はございません。
予めご了承ください。
但し、映像審査も行わず大会を中止する場合は全額返金致します。

音源に関して
使用される音源が国内海外楽曲問わず、一般社団法人日本音楽著作権協会（JASRAC）及び株式会社NexTone（ネクストーン）の
いづれかに管理登録されていない場合、テレビ放送やネット配信を行う場合、著作権処理が困難となり、テレビ放送やネット配信で
音源を使用することができなくなります。
著作権管理団体で管理登録されている楽曲は下記のホームページから検索できます。ホームページ上部の作品検索から作品データ
ベース検索サービスに入り、作品名を検索してください。
管理登録されていない音源を使用された場合、放送や配信では音源を差し替えて編集いたしますので、予めご了承ください。
（効果音でコンピューターゲーム音源やCM音源を使用する場合も同様です。）
・JASRACのホームページ
・NexToneのホームページ

： http://www.jasrac.or.jp/
： http://www.nex-tone.co.jp/
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大会実施スケジュール
日 程
書類到着日

2022年5月15日(日)

2022年6月6日(月)

内 容
エントリー受付開始

エントリー受付終了
※出場費の入金期日は、エントリー受理後2週間以内です。

出場人数、顧問引率の変更期限
※以後、人数変更は出来ません。ご了承下さい。

出場要項をメールにて送付
2022年6月17日(金) ※予定

※送付後公式Twitterにてお知らせします。
メールが届いていない場合は、必ず大会事務局までご連絡下さい。

2022年7月4日(月) ※予定

提出物（使用音源・書類) 提出期日
WEBシステム 登録期日
以下、大会本番

2022年7月25日(月)

東日本予選大会：J:COMホール八王子

2022年7月29日(金)

中日本予選大会：名古屋市公会堂・大ホール

2022年8月2日(火)

西日本予選大会：グランキューブ大阪・メインホール

2022年8月15日(月)

全国決勝大会：神奈川県民ホール・大ホール
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エントリー～出場まで

１

エントリー用紙をFAXする（5/15締切）
・同封の【出場エントリー用紙】に必要事項を記入し、お送りください。
・各予選大会、定員に達した時点でキャンセル待ちとなります。

２

事務局からエントリー受理のFAXを受け取る
・エントリーFAX送信後、3,4営業日以内に事務局より受理のFAXをお送り致します。
必ずご確認ください。（土日祝日は休業日です。）
・入金金額と入金期限を記載した用紙を併せてお送り致します。
・FAXが届いていない場合は、ご連絡ください。
（必ずFAXが届いていないか再度ご確認の上、ご連絡ください。）

３

出場費を振り込む（エントリー後、2週間以内）
・振込先は、次のページをご確認ください。
・エントリー受理後2週間以内に振込みの確認ができない場合は、出場辞退とみなします。
・振込手数料は各自にてご負担ください。
・必ず振込用紙に学校名・出場大会をご記入ください
個人名で入金された場合（エントリー用紙記載の顧問名を除く）大会事務局までご連絡下さい。
・入金確認後の連絡は致しませんので、予めご了承ください。

４

出場選手の人数変更期限（6/6締切）
・人数変更の場合はエントリー用紙の人数欄を二重線で訂正して、再度FAXしてください。
・出場選手の人数が増えた場合、追加の出場費（2,200円×人数）をお振込みください。

※期限後の出場人数の追加は出来ません

５

出場要項と提出書類をメールで受け取る（6/17発送 ※予定）
・出場要項と提出書類を、大会事務局からメールにて送信致します。
※送付後公式Twitterにてお知らせします。お知らせ後メールが届いていない場合、
大会事務局へご連絡ください。

６

提出書類を送る（7/4締切 ※予定）
・期日までに届いていない場合は、出場辞退とみなします。

７

WEB登録システムで入力（7/4締切 ※予定）
・エントリーFAX送信後、締め切りまでにご登録ください。
・WEB登録方法につきましては、大会ホームページに掲載の説明書をご確認ください。

８

大会に出場する
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出場エントリー
■ 出場費振込口座
お振込み口座：ゆうちょ銀行
記号番号
：００９７０－２－０３２０３８９
口座名義
：ＤＡＮＣＥ ＳＴＡＤＩＵＭ 大会事務局

※ゆうちょ銀行以外のＡＴＭを利用してのお振込は下記にて、ご対応ください。
＜ゆうちょ銀行 ゼロキュウキュウ店

当座 ０３２０３８９ ダンススタジアムタイカイジムキョク＞

■ 出場エントリー用紙 送付先

ＦＡＸ

：

０６－６１１０－１８０１

その他
■ 出場順
・ 大会事務局によって抽選を実施し、出場要項またはホームページにて発表致します。

■ 全国決勝大会
・予選大会で優秀な成績を収めた20校が出場
・各予選大会にて、優秀な成績を収めた学校より、全国決勝大会進出校を選出致します。
・各予選大会から全国決勝大会へ出場する学校数は各予選大会の出場校数の割合に応じて決定致します。
・各予選大会終了後、全国決勝大会進出校のみを対象に詳細をメールにて送付致します。
・出場順は大会事務局にて抽選を実施し、出場要項やホームページにて発表致します。

■ 入場チケット
・チケット販売サイト「イープラス」にてチケットを販売させて頂きます。
詳細は後日お送りする「出場要項」にてご案内致します。
・予選大会は6/25(土)販売開始を予定しております。

■ 新型コロナウイルスに関して
・新型コロナウイルス感染状況によっては、無観客での開催やビデオ審査での開催を検討させて頂きます。

■ 天災等による中止
・天災等の事由による交通網の寸断や乱れなど、出場校の会場への移動が不可能となった場合、
大会の中止、またはビデオ審査での開催を検討させて頂きます。

お問い合わせ先
「電話」「メール」またはホームページの「お問い合わせフォーム」よりお問い合わせください。

DANCE STADIUM 大会事務局
ＴＥＬ：06-6110-2222（(社)ストリートダンス協会内）
＜受付時間 : 月～金 10時～17時 ※土日祝日は休業日となっております。＞
メール：info@dancestadium.com ※メールの場合、学校名・連絡先を必ずご記載ください。
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施設概要
全国決勝大会

＜神奈川県民ホール・大ホール＞
[住

所]

〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町3-1

[ステージ]

幅16m

奥行7m（規定サイズ ※仕様により変更の場合あり）

[座 席 数]

2,433席（1階 1,509席 / 2階 304席 / 3階 620席）

[アクセス]

・みなとみらい線「日本大通り駅」より徒歩約6分
・JR根岸線・市営地下鉄「関内駅」より徒歩約15分

東日本予選大会

＜J:COMホール八王子＞
[住

所]

〒192-0904 東京都八王子市子安町4丁目7-1
サザンスカイタワー八王子 4階

[ステージ]

幅18ｍ

奥行8ｍ（規定サイズ ※仕様により変更の場合あり）

[座 席 数]

2,021席（固定席 1,869席、親子席 8席、立見席 144席）

[アクセス]

・JR「八王子駅」南口 直結
・京王線「京王八王子駅」より徒歩7分

中日本予選大会

＜名古屋市公会堂・大ホール＞
[住

所]

〒466-0064 愛知県名古屋市鶴舞1-1-3

[ステージ]

幅15.2m

奥行10m（規定サイズ ※仕様により変更の場合あり）

[座 席 数]

1,552席（1階 842席 / 2階 400席 / 3階 310席）

[アクセス]

・地下鉄鶴舞線「鶴舞駅」4番出口より徒歩約2分
・JR中央線「鶴舞駅」より徒歩約2分
・バス「鶴舞公園駅」より徒歩約3分

西日本予選大会

＜グランキューブ大阪・メインホール＞
[住
所]
[ステージ]
[座 席 数]
[アクセス]

〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島5丁目3-51
幅18ｍ 奥行8ｍ（規定サイズ ※仕様により変更の場合あり）
席 2,754 席（1階 1,706席 / 2階 1,048席）
・ 京阪電車中之島線「中之島（大阪国際会議場）駅」(2番出口)すぐ
・JR大阪環状線「福島駅」より徒歩約15分
・JR東西線「新福島駅」(3番出口)より徒歩約10分
・阪神本線「福島駅」(3番出口)より徒歩約10分
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第11回 日本中学校ダンス部選手権
前回大会 実績

第10回 日本中学校ダンス部選手権

DANCE STADIUM

【出場校数】
■東日本予選大会 ３２校
■中日本予選大会

■全国決勝大会

６校

２０校

■西日本予選大会 ２０校

大会総動員数

４,１５２名

前回 露出媒体
○

産經新聞 8月17日朝刊 社会面

○

毎日放送「朝日奈央のキラめきスポーツ ～キラスポ～」
9月19日(日) 24:50～（30分番組）
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