
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

２０１１年度   九州インタ‐ナショナルダンス選手権大会  

    	  大    会    要    項（西部総局所属選手用）	 	 	  
    ２０１１年度  九州インタ‐ナショナルダンス選手権大会を下記のとおり開催致します。  

１・日	 時       平成２３年６月２１日（火）    ９：００～１９：３０	 予定  
 
２・会	 場       福岡市民体育館	 福岡市博多区東公園８‐２	 ＴＥＬ０９２‐６４１‐９１３５  
 
３・主	 催      （財）日本ボ‐ルル‐ムダンス連盟九州総局  
 
４・競技内容  	 （１）311 プロフェッショナル  スタンダ‐ド          Ｗ・Ｔ・Ｆ・Ｑ・Vｗ  の５種目総合  
               （２）411 プロフェッショナル  ラテンアメリカン      Ｃ・Ｓ・Ｒ・Ｐ・Ｊｖ  の５種目総合  
                               	 	 	 	 	 	 	 	 	        （但し、VｗとＪｖは準決勝より入ります）  
               （３）321 アマチュア  スタンダ‐ド              	   W・T の２種目総合  
               （４）421 アマチュア  ラテンアメリカン          	   Ｃ・Ｓの 2 種目総合  
 
               （５）131 グランド  シニア  スタンダ‐ド         	   Ｗ＆Ｔの２種目総合  
               （６）231 グランド  シニア  ラテンアメリカン     	   Ｃ＆Ｒの２種目総合  
 
５・出場資格    （１）他総局及び他団体の選手はオ‐プン制とします。                                    
               （２）グランドシニアは５５歳以上のアマチュア男子で、パ‐トナ‐はアマ女子で、  

年令は問わない。  
６・安全対策	 事前及び大会当日の健康管理は、自己責任において行い、十分留意して参加してください。  
	 	 	 	 	 	 	 万一、大会当日に不慮の事故が発生した場合は、主催者として応急処置の対応は行ないますが、 
	 	 	 	 	 	 	 それ以後の責任は負いません。予めご了承下さい。   
 
７・審査委員   外国審査委員（3 名）九州総局審査委員（２名）	 	 	  
 
８・出場料     出場料は下記の通りとし、出場申し込みと同時に納入して下さい。  

（１）プロ  １セクションに付  ￥7,300       
（２）アマ  １セクションに付  ￥6,300 

             （３）グランドシニアは１セクションに付￥10,300   
                   （尚、出場申し込み後は、如何なる理由があっても出場料の払い戻しは致しません）  
 
９・出場申込   下記に従って出場申し込みをして下さい。  

（１）	 全競技を通じて、5 月 9 日（月）までに通常のエントリーシステムにて  

各自申込をしてください。尚、エントリー代金の入金も同日までにお済ませください。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  



	 １０・表   彰  
                  （１）プロフェッショナル     （スタンダード  ・  ラテンアメリカン共）  
 
                           1 位              賞状      賞杯      賞金   ２０万円  
                           2 位              賞状      賞杯      賞金   １５万円  
                           3 位              賞状      賞杯      賞金   １０万円  
                           ４位              賞状      賞杯      賞金     ７万円  
                           ５位              賞状      賞杯      賞金     ４万円   
                           ６位              賞状      賞杯      賞金     ３万円   
                         準決勝              賞状      なし      賞金     ２万円   
 
                  （２）アマチュア及びグランドシニア   （スタンダ‐ド  ・  ラテンアメリカン共）  
 
                           1 位              賞状       賞杯    
                           2 位              賞状       賞杯    
                           3 位              賞状       賞杯    
                           ４位              賞状       賞杯    
                           ５位              賞状       賞杯     
                           ６位              賞状       賞杯  
 

  １１・肖  像  権    本大会の出場選手の肖像権、並び、全ての権限は主催者にあるものとする。  
 
    １２・入  場  券      前売り   	 アリ‐ナ	  ＳＡ席   	 	  ￥１５、０００  

Ａ席   	 	  ￥１０、０００  
                                	  ２   Ｆ    	 Ａ列  	 	 	 ￥１０、０００  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Ｂ列	 	  	 ￥	 ７，０００  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Ｃ列	  	 	 ￥	 ５，０００  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Ｄ列	 	  	 ￥	 ４，０００  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	       	 その他の２Ｆの席は自由席	  	 ￥	 ３，０００  
                            当日はすべての入場券￥1、０００増しとなります。  
 
     １３・ビデオ撮影料	 	 	 	  	 ¥	 ５，０００	 	 	 	 	 撮影場所	 ２階席のみ  

別途、２階指定席券必要  
 

   ◆  大会事務局・前売り入場券・宿泊希望の方は、下記の担当受付迄にお申しで下さい。  
        

  大会事務局  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 前売り入場券受付	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
	 	 	 	 	  
 
 
 
 
   
 ◆  大会総括事務局  
              〒830‐0032  福岡県久留米市東町６‐１５	 ソシアルダンス	 アカデミ‐ダイナ  

伊藤	 武彦  
         	 	 	 	 	 	 	   	 	 	 	    TEL0942‐35‐4936   FAX0942‐35‐5035  
 ◆  選手出場受付時間  
       ９：００～１０：００    プロ・ラテンアメリカン   アマ・スタンダ‐ド   グランドシニア・スタンダ‐
ド  

※競技開始予定	 １０：３０  
 

     	 ９：００～１３：００    プロ・スタンダ‐ド    アマ・ラテンアメリカン   グランドシニア・ラテン  
※競技開始予定	 １３：３０  

 
※競技開始時間は進行の都合で変更することがあります。  

 

福岡市中央区赤坂１ -２ -
６  
	 赤坂ﾊﾟｲﾝﾏﾝｼｮﾝ２Ｆ  
イトウヒロシダンススタジ

オ    
伊東	 浩  

TEL ・ FAX 
092-724-7828 

福岡市早良区西新 3 -2 -13 
	 	 原田ダンススク‐ル  
	 	 	        原田	 健嗣  

TEL	 092-846-4031 
FAX	 092-846-0458 


