総合ダンス大会（コンクール形式）

開 催 要 項
(2017 年版)

Dance Summit in Japan 運営協議会

ダンスサミット in Japan 2017
総合ダンス大会（コンクール形式）

開 催 日 程

○エントリー受付期間

2016 年 11 月 21 日（月）～12 月 22 日（木）必着迄

○書類審査結果（大会出場チーム）発表
2017 年 1 月 13 日（金）
※大会ホームページ上での発表となります。

○大会開催日

2017 年 2 月 26 日（日）

○大会開催会場

日本女子体育大学 総合体育館 3F「アリーナ」
（東京都世田谷区北烏山 8-19-1）
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総合ダンス大会（コンクール形式）

開 催 要 項
１． 趣旨
「ダンスで日本を盛り上げよう！」を合い言葉に、「ダンスサミット in Japan 2017」を
開催します。
平成２４年度の学習指導要領の改訂により、小中学校でダンス学習が必修化され、これ
を受けて、全国各地で様々なダンスイベントが行われるようになりました。特定のダンス
ジャンル、年代を対象とした大会は数ある中、
“ダンスサミット”は、
「全ての年代（小学 3
年生以上）
、全てのダンスジャンルが参加できるコンクール形式による総合ダンス大会」と
いう大きな特長を有しています。
一般より多様なダンス作品を公募、年代を「小学生（小学 3 年生以上）
」
「中学生」
「一般
（高校生以上）
」の３つ、ダンスの種類を「創作ダンス」
「フォークダンス」
「リズムのダン
ス」
「社交ダンス」の４つ、全１２部門による「ダンスサミット in Japan 2017」を開催し
ます。
本大会は、様々な年代、様々な種類のダンスを代表する作品が一堂に会す、文字通りの
“ダンスサミット”となります。大会においては、各ジャンルのベスパフォーマーチーム
を決定し、各ベストパフォーマーチームからグランプリチームを選出します。また、本大
会にご後援を頂いている省庁の大臣賞をはじめ、後援団体賞、協賛企業賞等の特別賞を表
彰してまいります。
当運営協議会は、本大会により、
“ダンス文化全体”が普及・発展し、コミュニケーショ
ン力や表現力さらには成熟社会が進む日本において一層大切となる多様性や個性もが伸長
し、日本がより活力あふれ元気になることを願っております。
ご協力を頂きます外務省、経済産業省、厚生労働省、総務省、スポーツ庁、文化庁をは
じめ多くの団体・企業の皆さま方に深く感謝申し上げます。さあ、ダンスで日本を盛り上
げましょう！
２. 大会開催日
平成 29 年 2 月 26 日（日）
３. 大会開催会場
日本女子体育大学 総合体育館 3F「アリーナ」
（東京都世田谷区北烏山 8-19-1）
４．参加対象
プロ・アマ・国籍を問わず、ダンスを得意とする小学 3 年生以上の方で、大会開催当
日に出場可能なチーム（一人１作品のみ）
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５．対象・部門
小学生の部

中学生の部

（小学３年生以上）

一般の部
（高校生以上／年齢上限なし）

創作ダンス部門

2 名〜30 名のチーム

2 名〜30 名のチーム

2 名〜30 名のチーム

フォークダンス部門

2 名〜30 名のチーム

2 名〜30 名のチーム

2 名〜30 名のチーム

リズムダンス部門

2 名〜30 名のチーム

2 名〜30 名のチーム

2 名〜30 名のチーム

社交ダンス部門

男女のペア（２名）

男女のペア（２名）

男女のペア（２名）

※フォークダンス部門は、外国のフォークダンスと日本の民踊が対象となります。
※出場メンバーの年代部門がまたがる場合は、年齢が上の方が属する年代部門となります。
※申し込み部門は、大会ホームページ（http://www.dance-summit.com）に掲載され
ている「ダンスの種類について（参考資料）
」を参照の上、該当部門にお申し込みください。但し、作品
の内容により、お申し込み部門を主催者側にて変更させて頂く場合があります。
※ 生演奏（後述）の場合、演奏者も出場者の一部とみなし、人数・対象ともに上記条件を満たすものとし
ます。但し、踊り手は必ず 2 名以上とし、踊り手 1 名・演奏者 1 名による 2 名の構成は認められないも
のとします。

６．エントリー
（１）エントリー方法
以下の必要書類をご郵送にてお送りください。
●エントリーシート（大会ホームページから書式を出力し必要事項を全て記入）
●出場者リスト（大会ホームページから書式を出力し必要事項を全て記入）
●音源資料（CD ジャケットの複写又はダウンロードサイトページの印刷出力。
詳細は、後述の音楽について参照／生演奏の場合は不要）
＜郵送先＞
〒１５０－００４１ 東京都渋谷区神南 １－２０－８
ダンスサミット in Japan 2017 エントリー受付センター 宛
（２）受付期間
平成 28 年 11 月 21 日（月）から 12 月 22 日（木）必着迄
（３）参加費
参加費無料
（４）エントリー要項（エントリーに際する注意事項。必ずお読みください）
● 参加者は、１作品のみ応募可能とし、重複応募はできません。
●

20 歳未満（エントリーシート記入日時点）の出場者は、必ず保護者の同意を得て
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ください。また、20 歳以上の方（20 歳以上の出場者、教師、保護者等）が必ずチ
ームの代表者となりエントリーしてください。
● 公序良俗に反する作品のエントリーは、無効とします。
● エントリーシートに記入漏れがあった場合、必要書類が揃っていない場合、また、
虚偽記載があった場合のエントリーは、無効とします。
● エントリー書類等は、返却しません。
● エントリーは無料。但し、経費（衣装代、音楽に関わる費用、郵送代、
大会出場時の交通費等）は、全て申込者側の負担となります。
● 本大会の演技時間は、１分 30 秒間以上 4 分間以内とします。但し、創作ダンスの
部は、3 分間以上 7 分間以内とする。※出入り時間含む
● 衣装（服装）は自由としますが、公序良俗に反しないこと。
● 小道具を利用する場合は、出場者自身で演技時間内に設置・撤去が可能なものに
限ります。但し、火気、液体、割れ物などの危険物、紙吹雪など演技後掃除を要
す物、床面を傷付ける物などは使用できないものとします。
● 大会出場時は、松やにやソールコンディショナー等シューズのすべり止めは使用
できないものとします。
● 生演奏について
・生演奏の場合、生演奏も作品の一部とし、演技スペース内での演奏に限ります。
楽器類及びそれに関わる機材類などは全て出場者自身で演技時間内に設置・撤去
が可能なものに限ります。
（大会時、生演奏等個別の事由に対して、主催者側ではマイクを
含め音の拡声などのPAを個別に対応することはないものとします。
）

（６）演技スペースサイズ等
「ダンスサミット in Japan 2017」の演技スペースサイズ等は、以下の通りとします。
＜奥行き 12 メートル×横幅 14 メートル＞
※演技スペースと審査員側を仕切る幕なし／演技スペースの袖なし／地明かり照明
※床面はリノリウムを使用。
※正面からの審査とします。
７．書類審査
（１）提出されたエントリーシートを基に、各部門 5 組（計 60 組）の大会出場チームを決
定します。
（２）大会出場チーム発表
2017 年 1 月 13 日（金）に、大会ホームページ上にて発表します。
※発表後、大会出場チームには、大会出場案内書をお送りします。
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８．大会審査（決選）
Dance Summit in Japan 運営協議会松浪健四郎会長を審査委員長とし、次項に定め
る審査基準に沿って各部門ともに審査員 5 名で審査します。
※審査結果は部門毎に審査委員会を開催して厳正に協議の上決定します。
９．審査基準
本大会の趣旨に則り、各部門別に審査を行います。
１）創作ダンス部門
各審査員が「創作作品の完成度の高さ」という観点より 100 点満点で採点し、
審査員の合計点を基準点とします。
２）フォークダンス部門
各審査員がチームとしての統一性、踊りの正確さ、雰囲気、表情及びアイディア
（構成・演出等）に鑑み 100 点満点で採点し、審査員の合計点を基準点とします。
３）リズムダンス部門
各審査員がチームワーク、表情やエンターテイメント性など作品としての総合力
に鑑み 100 点満点で採点し、審査員の合計点を基準点とします。
４）社交ダンスの部
各審査員がリズミックインタープリテーション、テクニック、スタイル、バラン
スに鑑み 100 点満点で採点し、審査員の合計点を基準点とします。
１０．表彰
（１）各部門にベストパフォーマーチームを決定・表彰します。
◆創作ダンス部門（小学生の部、中学生の部、一般の部）
◆フォークダンス部門（小学生の部、中学生の部、一般の部）
◆リズムダンス部門（小学生の部、中学生の部、一般の部門）
◆社交ダンス部門（小学生の部、中学生の部、一般の部）
（２）以下の通り各部門のベストパフォーマーチームの中より後援省庁大臣賞を１チーム
決定・表彰します。
◆リズムダンス部門

総務大臣賞

◆フォークダンス部門

文部科学大臣賞

◆社交ダンス部門

外務大臣賞

◆創作ダンス部門

経済産業大臣賞

-5-

１１．映像・写真の権利
主催者は、
「ダンスサミット in Japan 2017」で撮影された映像・写真を、DVD 等へ複
製・頒布したり、放送及びインターネット、印刷物等で公開・使用できるものとし、
エントリー者及び出場者は肖像権等を主張しないものとします。
※全ての作品の公開を確約するものではありません。
※放送等での使用に際しては、主催者側で編集等を行えるものとします。
１２．上演中のトラブル
上演中に事故・ミス等が起きた場合は、主催者の判断により、下記のように扱います。
●主催者側の不手際で事故が生じた場合は、原則として部門の最後に再演します。
●出場者側のミスで事故が生じた場合は、再演は認められません。
１３．大会当日の注意事項
●貴重品の管理は各自で行い、万が一、盗難等の被害が生じても、主催者側は責任を
負いかねます。
●18 歳未満の出場者のいるチームは、必ず成人の引率者がお付きください。
●会場及びその周辺において、自らのゴミはすべてお持ち帰りください。
●会場及び宿泊施設周辺の公園、駐車場、公道等での練習は禁止します。
●乳幼児を連れての入場はできません。
１４．アクセス
当日は、公共交通機関をご利用ください。
【日本女子体育大学 総合体育館 3F「アリーナ」
（東京都世田谷区北烏山 8-19-1）】
１５．お問い合わせ
Dance Summit in Japan 運営協議会 事務局
〒101-0041 東京都千代田区神田須田町 1-12 TEL：03-6913-8840（平日 10:00～17:00）
E-mail：info@dance-summit.com

URL：http://www.dance-summit.com

※ 内容は、やむをえない事情により変更される場合があります。その場合は、大会ホームページにて発表します。
エントリー者に対しましても、緊急かつ余程大きな影響を及ぼす事由でない限り、ホームページへの発表をもって
通知に代えさせて頂きます。特にエントリー者におかれましては、定期的に大会ホームページをご覧ください。
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