第１５回日本高校ダンス部選手権

冬の公式大会

バトルトーナメント
大会開催のご案内
２０２２年

１２月２７日(火) 西日本大会

２０２２年

１２月２８日(水) 東日本大会

第１５回日本高校ダンス部選手権 冬の公式大会 バトルトーナメント
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」

「感動」

そして

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。
「高校ダンス部の目標となる大会をつくろう！」という強い志のもと誕生した、日本高校ダンス部選手権
【DANCE STADIUM（ダンススタジアム）】は年を重ねるごとに大会は成長して参りました。そして、2013年
よりスタートした【冬の公式大会（バトルトーナメント）】は今年で節目の10回目の開催となります。
ダンスバトルとは、DJが選曲した曲を即興で交互に踊り、どちらがより音に合わせて曲の雰囲気をつかみ、
良い表現ができていたかをジャッジし、勝敗を決する競技です。
バトルトーナメントは、東日本大会と西日本大会に分かれて開催し、昨年は東日本大会では37校60チーム、
西日本大会では31校63チームが出場致しました。
日頃の練習にダンスバトルを取り入れられ、ダンス技術の向上に役立てておられるとの声をよく耳にします。
“個のチカラ”がぶつかり合うこのバトル大会を通して、全国大会や新人戦とは異なるダンスの醍醐味を一人でも
多くの皆さんに体験していただきたいと願っています。
我々スタッフ一同は、青少年の心身の育成と教育に寄与できる文化的イベントとして、この大会が発展して
ゆけるよう、鋭意努力して参る所存でございます。
皆様のご出場を心よりお待ちしております。
敬具
DANCE STADIUM 大会事務局

開催概要
● 大会名

： 第15回日本高校ダンス部選手権 冬の公式大会 DANCE STADIUM バトルトーナメント

● 大会日程

： 【西日本大会】
2022年 12月 27日 (火)

メイシアター・大ホール（大阪）

【東日本大会】
2022年 12月 28日 (水)

めぐろパーシモンホール・大ホール（東京）

●内

容

： 東日本一、西日本一の高校ダンス部を決める大会

●主

催

： 一般社団法人ストリートダンス協会

●後

援

： スポーツ庁

● スペシャルサポーター
●協

賛

： AIRWALK

： エースコック株式会社

産経新聞社

大樹生命保険株式会社

フジテレビジョン
ルルルン

（五十音順）

ストリートダンス検定

専門学校東京アナウンス学院ダンスパフォーマンス科
T-LIFE ホールディングス株式会社
●企

画

： サンセット商事株式会社

●運

営

： 株式会社ブルー スプラッシュ

（五十音順）

協賛は昨年度実績含む
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第１５回日本高校ダンス部選手権 冬の公式大会 バトルトーナメント
募集概要

エントリー期限 ： 2022年 10月 30日(日)
エントリー定員 ： 各大会 ６４チーム
■

大会形式

：

３対３のダンスバトル形式／トーナメント制

■

ダンススタイル

：

オールジャンル

■

出場大会

：

西日本大会
東日本大会

※ダンスのジャンルは問いません。

・・・
・・・

石川・岐阜・愛知より以西の各府県
富山・長野・静岡より以東の各都道府県

※下図参照

■

出場資格

：

１．全国の高校ダンス部、及びダンス同好会（定時制、高等専門学校、専修学校含む）
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
※学生のみでの出場は認められません。
４．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可

■

エントリー

：

先着６４チームのエントリーを受付
※１校から２チームまでエントリー可能です。

※西日本大会に限り、3チーム目のエントリー希望の有無をお伺いしています。
ご希望の場合、別紙「出場エントリー用紙」にチェックマークをご記入ください。

■

エントリー費用

：

１チーム 6,600円（税込）
※ご入金後はいかなる理由でも返金はできません。

■

チーム人数

：

１チーム ３人
※男女混合、男子のみ、女子のみなど、男女の比率に指定はございません。
※同一人物の複数チームエントリーはできません。

■

顧問・引率

：

出場チーム数に関係なく、１校あたり１名まで顧問パスをお渡しいたします。
※必ず顧問の先生がご来場ください。

■

天災等による中止：

天災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
大会の中止を検討させていただきます。

■

その他

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。
予めご了承下さい。

：

西日本大会

東日本大会
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第１５回日本高校ダンス部選手権 冬の公式大会 バトルトーナメント
大会概要

◆

出場順

： 事前に大会事務局にてトーナメント抽選会を実施します。
※初戦で同じ学校のチームが対戦しないよう致します。

◆

バトルエリア

： ４ｍ×５ｍ

◆

演技時間

： １ムーブ４０秒のダンスを各チーム交互に２ムーブ行います。
※１ムーブの構成人数は自由です。
※決勝のみ各チーム３ムーブ行って頂きます。
※詳しい流れは次のページに記載しております。

◆

審査方法

： ３名の審査員が多数決により判定します。
※相手を挑発・侮辱するようなモラルに反するジェスチャーは禁止です。
（違反した場合、減点対象となります。）

◆

表

： 優勝
１ チーム（トロフィー・メダル）
準優勝 １ チーム（トロフィー・メダル）
３位
２ チーム（トロフィー・メダル）
入賞
４ チーム（賞状）
※３位決定戦は行いません。準決勝で敗れた２チームが自動的に３位となります。
※各大会ごとに表彰を行います。

◆

使用音源

： ４０秒×２曲
※40秒以内の音源を2曲、データでご提出ください。
※１回戦はご用意頂いた音源を使用致します。
２回戦以降はDJが選曲した音楽で即興でバトルして頂きます。
※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。
ご提出前に必ず、顧問の先生が歌詞をご確認ください。

◆

服装・小道具

： 服装は自由です。
※過度な露出は禁止です。
※小道具の使用はできません。
※ヘッドスピン用のヘルメット・帽子のみ使用可能とします。
但し、ヘッドスピン用のスプレーとベビーパウダーの使用は禁止です。

◆

ケガや事故

： ケガや事故については、各校の責任の下、十分ご注意ください。
ブレイキングなどの危険な技は、特にご注意ください。
ケガや事故があった場合は、場内のスタッフにすぐ申し出てください。

彰

※ 仕様により変更となる場合がございます。

音源に関して
使用する音源が邦楽、洋楽問わず、一般社団法人日本音楽著作権協会（JASRAC）または株式会社NexTone（ネクストーン）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際に、著作権処理ができず、音源が使用できなくなることがあります。
著作権管理団体で管理登録されている楽曲は、下記作品検索データベースから検索可能です。楽曲名またはアーティスト名で検索し、
できる限り「作品コード」を特定して正確に記入をお願いいたします。
【JASRAC作品検索データベース】 http://www2.jasrac.or.jp/eJwid/
【NexTone作品検索データベース】 https://search.nex-tone.co.jp/
著作権処理ができない、またはレコード会社等の著作隣接権者より使用許諾を取得できない楽曲を使用する場合、テレビ放送や
ネット配信を行う際は、音源を差し替えるか、出演シーンを全てまたは一部カットする場合がございますので、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。）※大会の審査には影響いたしません。
またオリジナルの楽曲を使用する場合は、当該楽曲の大会での利用及びテレビ放送、ネット配信での利用について、出場者が著作権者
及び著作隣接権者より無償許諾を取得していることを、使用音源リストの提出をもって保証したとみなします。
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第１５回日本高校ダンス部選手権 冬の公式大会 バトルトーナメント
バトルの流れ

【確認事項】
・演技する選手はステージ中央に移動する。
・１ムーブの構成人数は自由です。
・１ムーブ４０秒です。
・決勝のみ各チーム３ムーブずつ行って頂きます。
・出場する2試合前より、ステージにて待機頂きます。

審査員席

5m

DJﾌﾞｰｽ

各チームが
4m×5ｍの
バトルエリア内
で演技を行う

2m

4m
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大会開催スケジュール

書類到着日

エントリーＦＡＸ受付開始
※エントリーが受理された学校には事務局より「エントリー受理のご報告」
がFAXで届きますので、必ずご確認ください。

10月30日(日)

エントリー受付終了

10月31日(月) ～

WEBシステムによるエントリー登録の開始

11月22日(火)

WEBシステム 必要事項の入力締切

11月中旬

出場要項 メールにて送付

12月5日(月)※予定

提出物（使用音源・書類）提出期日

12月27日(火)

西日本大会：メイシアター・大ホール 開催

12月28日(水)

東日本大会：めぐろパーシモンホール・大ホール 開催

※出場費の入金期日は、エントリー受理後２週間以内です。

※送付後、大会公式Twitterにてお知らせいたします。
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第１５回日本高校ダンス部選手権 冬の公式大会 バトルトーナメント
エントリー～出場まで

１

エントリー用紙をFAXする（10/30締切）

４

・同封の【出場エントリー用紙】をFAXにてお送りください。
・各大会、定員に達した時点でエントリーの受付を終了します。

２

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
お送り致しますので必ずご確認ください。
（土日祝日は休業日です。）
・入金頂く金額を記載しました用紙を併せてお送り致します。
・事務局から受理FAXが届いていない場合はご連絡ください。

３

・登録方法についてはHPにてご案内致します。
・期間内にWEB入力を完了頂けない場合は、出場
辞退とみなします。

５

出場要項と提出書類をメールで受け取る
・12月に入っても資料が届かない場合は、お手数ですが
大会事務局までご連絡ください。

６

提出物を送る (12/5締切 ※予定)
・期日までに提出物が届かない場合は出場辞退と
みなします。

出場費を振り込む
（エントリー受理後、2週間以内）

・大会事務局から届く「エントリー受理のご報告」FAXの受信を確認後に、
お振込み手続きをお願い致します。
・期限までにご入金が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。
・振込用紙に必ず学校名・出場チーム数をご記入ください。
学校名を記載できない、または記載し忘れた場合は入金後ご連絡ください。
・入金確認のご連絡は致しませんので予めご了承ください。

WEB登録システムでエントリーと
入力を期間内に完了する (10/31～11/22)

提出物のチェック

７

・ご提出物に不備がある場合にのみ、大会事務局から
連絡させて頂きます。

８

大会に出場する

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からお振込される場合は、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
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、連絡先を必ずご記載ください。
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施設概要
東日本大会

＜めぐろパーシモンホール・大ホール＞
〒152-0023 東京都目黒区八雲1-1-1 TEL:03-5701-2924
＊座席数：1,200席
1階席：658席（オーケストラピット使用時 512席）
車椅子スペース 14席 / 介助者席 7席
2階席：429席
バルコニー席：92席

【ACCESS】
最寄り駅から会場まで
・東急東横線「都立大学駅」より徒歩約7分
・東急バス「めぐろ区民キャンパス」下車すぐ

西日本大会

＜メイシアター・大ホール＞
〒564-0041 大阪府吹田市泉町2-29-1
TEL:06-6380-2221
＊座席数：1,382席
1階席：1,056席 / 車椅子席 10席
2階席：314席 / 車椅子席 2席

【ACCESS】
最寄り駅から会場まで
・阪急千里線「吹田駅」よりすぐ
・JR東海道本線「吹田駅」より徒歩約15分
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