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近畿・中国・四国大会

東日本大会
九州・沖縄大会

第15回 日本高校ダンス部選手権

新人戦

高校1年生だけが出場できる大会
コンセプトは「ダンスを楽しもう!!」
踊って、踊って、盛り上がろう
私たちは、ダンスに取り組む高校生たちの
「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。
『日本高校ダンス部選手権【DANCE STADIUM（ダンススタジアム）】』は、北は北海道、
南は沖縄まで、全国の高校が出場する“高校ダンス部日本一の大会”です。
新人戦は大会への出場機会が少ない高校1年生のため、技術の向上と活躍の場の提供を目的に
2012年より毎年春に開催して参りましたが、一昨年の第13回大会は新型コロナウイルスの影響に
より大会史上初めて中止を余儀なくされました。しかし昨年の第14回大会は万全のコロナ対策を
施し、無事に開催をすることが出来ました。
全国のダンス部が流してきた多くの汗と涙こそが、現在の【DANCE STADIUM】を創り上げて
きたと言えます。高校生の皆さんの真摯な姿と飽くなき向上心に習い、私ども大会事務局はより
良い大会運営と大会の更なる発展を目指して誠心誠意努力致します。そして、青少年の心身の
育成と教育に寄与できる文化的行事として、大会を通じて生まれる感動を日本中に届けて参り
ます。
多くの学校のご出場を事務局スタッフ一同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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開催概要
■

大会名

： 第15回 日本高校ダンス部選手権 春の公式大会 新人戦

■

内

： 日本の高校ダンス部に所属する、高校１年生のみが参加できる大会

■

大会日程

容

DANCE STADIUM

：【東海・北陸大会】
両クラス

2022年 3月 29日(火) ― 刈谷市総合文化体育館・大ホール

【近畿・中国・四国大会】
スモールクラス

2022年 3月 30日(水) ― 東大阪アリーナ・大アリーナ

ビッグクラス

2022年 3月 31日(木) ― 東大阪アリーナ・大アリーナ

【東日本大会】
スモールクラス

2022年 3月 30日(水) ― 千葉ポートアリーナ・メインアリーナ

ビッグクラス

2022年 3月 31日(木) ― 千葉ポートアリーナ・メインアリーナ

【九州・沖縄大会】
両クラス

2022年 4月 3日(日) ー 石橋文化ホール

■

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 全国高等学校体育連盟

フジテレビジョン

北海道教育委員会 宮城県教育委員会

茨城県教育委員会

栃木県教育委員会

群馬県教育委員会 埼玉県教育委員会

千葉県教育委員会

神奈川県教育委員会

愛知県教育委員会 滋賀県教育委員会

京都府教育委員会

大阪府教育委員会

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

香川県教育委員会 愛媛県教育委員会

高知県教育委員会

徳島県教育委員会
沖縄県教育委員会

沖縄県教育委員会 福岡市教育委員会
茨城県 栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

神奈川県

兵庫県 奈良県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

■

オフィシャルパートナー

：

USEN-NEXT I’moon

■

スペシャルサポーター

：

AIRWALK

■

協

愛知県
福岡県

滋賀県
沖縄県

大阪府
福岡市

povo

江崎グリコ株式会社

田中食品株式会社
賛

：

エースコック株式会社

大阪芸術大学・大阪芸術大学短期大学部

大阪スクールオブミュージック専門学校
ストリートダンス検定

大阪ダンス&アクターズ専門学校

専門学校東京アナウンス学院ダンスパフォーマンス科

名古屋芸術大学 日本工学院専門学校
■

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

営

：

株式会社アティックプロモーション

■

表

彰

： 優勝

（五十音順）

後援～協賛は前回大会実績含む
九州学生ダンス協会
各クラス１校（トロフィー・賞状）

準優勝

各クラス１校（賞状）

３位

各クラス１校（賞状）

優秀賞（ベスト８）

各クラス５校（賞状）

ベストビジュアル賞

各クラス１校（賞状）（最も衣装やメイクが楽曲に合って、工夫されていたチームに贈る）

ベストインパクト賞

各クラス１校（賞状）（最も印象的な演技をしたチームに贈る）

ベストスマイル賞

各クラス１校（賞状）（最も会場を笑顔に満ち溢れさせたチームに贈る）

（社）ストリートダンス協会賞

各クラス１校（賞状）（最もグルーヴ感がよく出ていたチームに贈る）

※表彰は各大会それぞれより選出致します。
※出場校数によって変更の場合がございます。
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募集要項
●

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。

●

演技時間

： １ステージ １分３０秒～２分
※ 規定時間を超える、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

： スモールクラス → ２～１２名
ビッグクラス
→ １３名以上
※ １校からスモールクラス、ビッグクラスそれぞれ１チームまでエントリー可能。
（スモールクラス２チームエントリーなど、同じクラスでの複数チームエントリーはできません。）
※ 同一人物の、両方のクラスでの出場はできません。

●

使用音源

： ＣＤ
※ 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できません。必ず事前に確認してください。

●

持込備品

： ＣＤ・ステージ演出で使用する小道具
※ 小道具は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。

●

出場費用

： 2,200円(税込) × 出場人数
※ ご入金後はいかなる理由でも返金はできません。

●

出場順

： 大会事務局にて、抽選を実施致します。
後日お送りします出場要項、またホームページにて発表致します。

使用音源に関して
大会会場で音楽を流したり、その映像を放送・配信したりするためには、音楽の権利処理が必要です。
そこでフジテレビは、音楽権利団体と交渉を重ね、簡単に権利処理できるシステムを構築致しました。
マニュアルに沿って一部の「非管理音楽」を避けて選曲し、必要な情報を送っていただければ、権利処理
作業はフジテレビが行います。もし、権利処理が叶わない場合、放送・配信されない、または無音で放送・
配信されるなど、せっかくの感動を損なってしまいます。
どうか協力をお願いできればと存じます。
まずは下記URLから、音楽の権利処理マニュアルをダウンロードして頂き、手順をご確認ください。

※新人戦公式サイト ： https://www.dancestadium.com/high/shinjinindex.html

★出場エントリー定員（先着順）
東海・北陸大会
６０校（ビッグ・スモールクラス合計）
近畿・中国・四国大会 ６０校（各クラス）
東日本大会
九州・沖縄大会

６０校（各クラス）
６０校（ビッグ・スモールクラス合計）

※ 東海・北陸、九州・沖縄大会は、ビッグクラスとスモールクラス合計で60校までエントリー可能です。
※ 東日本、近畿・中国・四国大会は、ビッグクラス60校、スモールクラス60校までエントリー可能です。

★出場エントリー締切（※定員になり次第、キャンセル待ちとなります）

2022年1月14日(金)
例年キャンセル待ちの学校が多数出ておりますので、お早めにエントリーください。
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募集要項
●

出場高校

： 全国の高校、高等専門学校
各大会の出場都道府県は、下記の図をご確認ください。

【近畿・中国・四国大会】

【東日本大会】

開催地：大阪
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

開催地：千葉
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

【九州・沖縄大会】
開催地：福岡
福岡 佐賀 長崎
熊本 大分 宮崎
鹿児島 沖縄

●

出場資格

【東海・北陸大会】
開催地：愛知
富山 石川 福井 岐阜
静岡 愛知 三重

： １. 学校教育法第１条に規定する全日制または定時制の高等学校（中等教育学校後期課程を含む）
及び学校教育法第72条、115条、124条に規定する特別支援学校、高等専門学校、専修学校の
ダンス部、及びダンス同好会
２. 第１学年のみ（2021年度入学生／中等教育学校の場合は、第4学年のみ）
３. 学校からの承認を得られるチーム
４. 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
５. 年齢は当該大会の年度（大会翌年の4月1日）で満19歳以下の生徒であること
６. 統廃合の対象となる学校については、当該校を含む合同チームによる大会参加を認める
７. 前項の特別支援学校、高等専門学校、専修学校の各学校においては、日常継続的に 責任ある
顧問職員の指導のもとに部活動が適切に行われており、ダンスの専門科目や専門学科などの
カリキュラムなどの、指導時間等が学校教育法第１条に規定する高等学校に比べて著しく
均衡を失していず、運営が適切であること

●

規定

： ＊ ダンスプログラムには、ユニゾン（合わせ）部分を４０秒以上取り込む。
※出場選手の半分以上が同じ振りで踊ること。
※２名での出場の場合は、２名が同じ振りで踊ること。
＊ 使用する備品（小道具）のセッティングは２０秒以内で行う。
＊ 使用するＢＧＭは、マスターＣＤを事前郵送し、予備ＣＤを当日持参する。
＊ 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。
＊ 必ず顧問が1名引率する。学生のみでの参加は認められない。

●

●

審査基準

その他

： 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・ショーマンシップ・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

： 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。予めご了承ください。
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大会開催スケジュール

書類到着日

2022年1月14日(金)

2022年2月中旬

2022年2月22日(火)

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。

出場要項をメールにて送付
※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。

出場人数の変更期限
※以後変更はできません。ご了承ください。

提出物（使用音源・書類）提出期日
2022年3月8日(火) ※予定
WEB登録システム 登録期日

2022年3月29日(火)

東海・北陸大会 スモール・ビッグクラス 開催

2022年3月30日(水)

近畿・中国・四国大会 スモールクラス 開催

2022年3月30日(水)

東日本大会 スモールクラス 開催

2022年3月31日(水)

近畿・中国・四国大会 ビッグクラス 開催

2022年3月31日(木)

東日本大会 ビッグクラス 開催

2022年4月3日(日)

九州・沖縄大会 スモール・ビッグクラス 開催
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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（1/14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。）
（2021年12月29日より2022年1月10日まで年末年始休業とさせて頂きます。）
・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・出場クラスをご記入ください。
個人名で入金された場合（エントリー用紙記載の顧問を除く）大会事務局までご連絡ください。
・入金確認の連絡は致しませんので、予めご了承ください。
・WEB登録より入金が先でも問題ございません。

４

出場要項と提出書類をメールで受け取る

(2月中旬頃)

・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。

５

出場選手の人数変更期限

(2/22(火)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できません

６

提出物を送る（3/8(火)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（3/8(火)締切※予定）
・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下さい。
・ログイン後、選手登録を完了させてから大会情報を登録して下さい。

８

大会に出場する
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出場エントリー
■ 出場エントリー用紙

送付先

ＦＡＸ

：

０６－６１１０－１８０１

■ 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＞

※必ず振込用紙に学校名・出場大会・出場クラスをご記入ください。
※振込手数料は各自にてご負担ください。

確認・注意事項
■ 出場順
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。

■ 顧問・引率パス
※顧問パスは 各クラス１校につき１枚 をお渡し致します。
※出場選手・顧問(1名)以外の来場希望者は、チケットをご購入ください。
(マネージャー・補欠の方もチケットをご購入いただいての入場となります)

■ 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」にてご案内いたします。

■ 新型コロナウイルス感染症に関して
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。

■ 大会中の撮影について
・ビデオカメラ、デジタルカメラ、携帯電話、その他撮影機器による動画、静止画、写真の撮影は一切禁止です。
・許可無しでの撮影をされた方は、事務局判断の上ご退場頂く場合がございます。
・盗撮など犯罪行為に及ぶ場合は警察へ通報させて頂きます。

■ 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」「FAX」「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。＞
ＦＡＸ：06-6110-1801
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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新人戦

施設概要
東日本大会

＜千葉ポートアリーナ・メインアリーナ＞
〒260-0025 千葉市中央区問屋町1-20
TEL.043-241-0006
＊ステージ：幅18m 奥行10m（規定サイズ ※仕様により変更の場合あり）
＊座席数 ：4,380席

【ACCESS】
最寄り駅から会場まで
・JR京葉線「千葉みなと駅」より徒歩約15分
・京成千葉線「千葉中央駅」より徒歩約12分
・小湊鉄道・千葉みなとループバス「ポートアリーナ」下車すぐ

東海・北陸大会

＜刈谷市総合文化センター・大ホール＞
〒448-0858 愛知県刈谷市若松町2-104
TEL.0566-21-7430
＊ステージ：幅21ｍ 奥行18.5ｍ（規定サイズ ※仕様により変更の場合あり）
＊座席数 ：1,541席（１階 1,186席 / ２階 355席）

【ACCESS】
最寄り駅から会場まで
・JR東海道本線・名鉄三河線「刈谷駅」南口よりウイングデッキ直結徒歩約3分

近畿・中国・四国大会

＜東大阪アリーナ・大アリーナ＞
〒577-0804 大阪府東大阪市中小阪4-7-60
TEL.06-6726-1995
＊ステージ：幅18ｍ 奥行6ｍ（規定サイズ ※仕様により変更の場合あり）
＊座席数 ：1400席

【ACCESS】
最寄り駅から会場まで
・近鉄「八戸ノ里駅」より徒歩約12分

九州・沖縄大会

＜石橋文化ホール ＞
〒839-0862 福岡県久留米市野中町1015
TEL.0942-33-2271
＊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 ： 1,077席

【ACCESS】
最寄り駅から会場まで
・西鉄「久留米駅」より徒歩約10分
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