
公益財団法人日本ボールルームダンス連盟加盟 広島県ボールルームダンス連盟

第33回 西日本競技ダンス広島大会
併催　第24回 国際親善広島県知事杯争奪　Asian Pacific Open Hiroshima 2020

開催日時 ２０２０年（令和２年）４月５日（日）　１１時 競技開始予定
開催会場 グランドプリンスホテル広島 広島市南区元宇品町23-1　☎０８２－２５６－１１１１

主　催 ＪＢＤＦ広島県ボールルームダンス連盟
共　催 広島県アスリート協会、広島県ＰＤＩ協会、広島県ダンス教師協会、広島県アマチュア地域協会
後　援 広島県・広島市・広島県教育委員会・広島市教育委員会・中国新聞社・ＮＨＫ広島放送局・中国放送・
（予定） 広島テレビ・広島ホームテレビ・テレビ新広島

競技種目
スタンダード ラテンアメリカン スタンダード ラテンアメリカン

Ｂ　級    Ｗ ・ Ｑ    Ｃ ・ Ｐ Ｂ　級 　   Ｔ　・　Ｆ    　Ｓ ・ Ｒ
Ｃ　級    Ｔ ・ Ｆ － Ｃ　級 　　Ｗ　・　Ｆ    　Ｓ ・ Ｒ

出場料金 JBDF西部日本規定による　　（オープン戦観戦希望選手は別途チケットをお求め下さいますようお願いします）

進行予定 　選手受付開始 ・ｱｼﾞｱﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸｵｰﾌﾟﾝ
　クラス戦受付締切 　オープン戦受付締切
・西日本競技ダンス広島大会開始 　ｱｼﾞｱﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸオープン戦競技開始
　クラス戦競技開始 　オナーダンス
　クラス戦　表彰式 　広島県知事杯授与式、表彰式
・西日本競技ダンス広島大会終了 ・ｱｼﾞｱﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸｵｰﾌﾟﾝ終了
※出場組数により進行が変わります。当日の進行表に従ってください。

競技内容 予選・準決勝・決勝
出場資格 一般社団法人 西部日本ボールルームダンス連盟登録選手

服　装 １）スタンダード男子      正装
２）ラテンアメリカン男子　及び　スタンダード・ラテンアメリカン女子　　クラスを問わず自由

出場申込 １）プロ登録選手　Tel ０１２０－１８９－４２０　へ
２）アマ登録選手　Tel ０１２０－１８２－８１２　へ
３）問合せ先
　　一般社団法人西部日本ボールルームダンス連盟　  事務局エントリー係　　ＨＰ http://www.jbdf-west.jp/

　　〒558-0011 大阪市住吉区苅田２－１６－５－１０５ FAX ０６－６６０８－２８１２　E-Mail entry@jbdf-west.jp

申込締切 ３月５日（木）

入場料金 前売券 2，０００円　（クラス戦のみの観戦チケットです。通日又はオープン戦観戦は別途チケット）

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により負傷・疾病等が発生した場合は、主催者は医師等により応急処置
は行いますが、それ以後の責任は負いませんので、予めご了承ください。

肖 像 権 本大会出場選手の肖像権並びに全ての権限は主催者にあるものとする
その他 ゴミは各自で持ち帰ってください。　　ホテル館内は 禁煙 、 喫煙は指定喫煙場所で行ってください。

大会事務局
〒730-0051　広島市中区大手町１－５－２マリーベル５Ｆ
広島県ボールルームダンス連盟　事務局 ℡/Fax 082-248-1770
桜本-ソシアルダンスアカデミー内 ℡ 082-247-5600
ｅ-Mail jbdf_hiroshima_ken@ybb.ne.jp ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://hiroshima.g2.xrea.com/

一般社団法人 西部日本ボールルームダンス連盟公認

午前 午後

プロフェッショナル ア　マ　チ　ュ　ア
級別級別

mailto:jbdf_hiroshima_ken@ybb.ne.jp


交通アクセス

  ※無料駐車場が約４００台あります。ホテル内で駐車券を機械に通して下さい。



日    時 2020年4月5日（日）　11時00分～21時00分（予定）

会    場 グランドプリンスホテル広島 広島市南区元宇品町23-1 TEL082-256-1111

主　  催 公益財団法人日本ボールルームダンス連盟加盟

広島県ボールルームダンス連盟

共  　催 広島県アスリート協会、広島県PDI協会、広島県ダンス教師協会、広島県アマチュア地域協会

後  　援 広島県・広島市・広島県教育委員会・広島市教育委員会・中国新聞社・

ＮＨＫ広島放送局・中国放送・広島テレビ・広島ホームテレビ・テレビ新広島

公  　認 WDC-ＮＤＣＪ

一般社団法人西部日本ボールルームダンス連盟

競技内容

１） Asian Pacific Open Hiroshima 2020 スタンダード・ラテンアメリカン共に4種目、プロは準決勝

アマは準決勝からVW・Jが加わり5種目で行います。

2） プロアマオープン＊オプション

出場資格 プロフェッショナル　国内・海外のプロフェッショナル選手

アマチュア　　　　　国内・海外のアマチュア選手

服  　装

２）ラテンアメリカン男子　及び　スタンダード＆ラテンアメリカン女子  自由 

外国選手 宿泊の提供は主催者側の規定に基づく

 出場申込 （国内西部登録選手）

1, プロ登録選手（JBDF)

　一般社団法人西部日本ボールルームダンス連盟   プロ選手会エントリー係フリーダイヤル

　０１２０－１８９－４２０にてガイダンスに従いエントリーして下さい

2, アマ登録選手（JBDF)（Ａ～E級選手）

　一般社団法人西部日本ボールルームダンス連盟   アマチュアエントリー係フリーダイヤル

　０１２０－１８２－８１２にてガイダンスに従いエントリーして下さい

（国内西部登録以外の選手）

*申込書を（一社）西部日本ボールルームダンス連盟事務局エントリー係迄FAXにてお申込み下さい

**尚、他団体JCF,JDCは直接広島の大会事務局（3/4迄）にFAXにてお申込下さい

※エントリー・申し込みに関するお問合せは

一般社団法人西部日本ボールルームダンス連盟　  事務局エントリー係

〒558-0011　大阪市住吉区苅田２－１６－５－１０５

FAX ０６－６６０８－２８１２　E-Mail entry@jbdf-west.jp  http://www.jbdf-west.jp/

第24回 国際親善広島県知事杯争奪

   Asian Pacific Open  Hiroshima　2020   

大会要綱

１）スタンダード男子   正装

併催　第33回　西日本競技ダンス広島大会

2020年度　第24回 国際親善広島県知事杯争奪　Asian Pacific Open 2020 Hiroshima



※スタンダード、ラテンアメリカンの同時エントリーはできません。

申込締切 2020年3月５日（木）迄に必ずお申込み下さい（エントリーの入金締切日は３週間前です）

出　場　料 Asia Pacific Open Hiroshima 2020 　　   ¥7,000 (観戦料込み）

＊プロアマオープン出場料  　　　　事務局へお問い合わせください

表　　彰 アジアンパシィフィックオープン・プロフェッショナル

決勝入賞者（1位～7位）　賞金（税込＊スポンサー料含）＊特別スポンサー賞、賞状、副賞

準決勝進出者　賞金（税込）*出場組数により変更有

＊同順位の場合は賞金は合計額を折半とします

アジアンパシィフィックオープン・アマチュア

決勝入賞者 （1位～7位）　賞金（税込）、賞状、副賞

＊同順位の場合は賞金は合計金額を折半とします

安全対策

オナーダンス　プロフェッショナル優勝者にはオナーダンスが義務づけられます。

肖　像　権 　本大会の一切の肖像権はその使用目的に関わらず全ての権限は主催者にあるものとする。

  シード 1、2019年度Asian Pacific Open Hiroshimaにて準決勝進出者（統一全日本・全日本クラス競技会含む）

外国人選手は主催基準として第2予選より出場。

実行委員会により承認されたワールドクラス競技会において準決勝以上の選手は1に準ずる。

2、資格を取得した競技会と異なるパートナーと出場する場合は資格を失います。

＊出場組数により変更あり

賞　金 Asian Pacific Open Hiroshima 2020

プロフェッショナル　オープン（スタンダード・ラテンアメリカン）

1位　広島県知事杯 500,000円　賞状・副賞

2位 400,000円　〃

3位 300,000円　〃

4位 200,000円　〃

5位 150,000円　〃

6位 100,000円　〃

7位 70,000円　〃

準決勝 30,000円

＊＊優勝者には特別スポンサー賞有

アマチュア　オープン（スタンダード・ラテンアメリカン）

1位～7位 賞金・賞状・副賞

交通アクセス ＊JR広島駅新幹線口（北口）から無料シャトルバスで約30分

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により負傷・疾病等が発生した場合は、主催者は医師等により
応急処置は行いますが、それ以後の責任は負いませんので予めご了承ください。



＊広島空港からエアポートリムジンにてJR広島駅新幹線口まで45分(￥1,370)
広島駅からは無料シャトルバスまたは路線バスをご利用ください。
※空港からホテルまでの直通バスはございません。

大会事務局　〒730-0051　広島市中区大手町１－５－２マリーベル５Ｆ

広島県ボールルームダンス連盟　事務局 ℡/Fax 082-248-1770

桜本-ソシアルダンスアカデミー内 ℡/Fax 082-247-5600

Email: jbdf_hiroshima_ken@ybb.ne.jp

ホームページ  http://hiroshima.g2.xrea.com/

付　　則 交通費 国内登録出場選手 自己負担　

宿泊費 国内登録出場選手 自己負担　

宿泊ホテル 国内登録出場選手 希望者は申し込み用紙にてご紹介致します。

＊広島バス21号(宇品)線グランドプリンスホテル広島行き
(向洋－広島駅南口バスのりば 3番のりば－八丁堀－紙屋町－広島港-
グランドプリンスホテル広島停留所)JR広島駅から平常時40分

http://hiroshima.g2.xrea.com/


2020年4月5日(日)開催

グランドプリンスホテル広島

プロ アマ 　　　スタンダード /         ラテンアメリカン

　リーダー名

　　　

　パートナー名

〒

　所属団体名/登録番号     /

　自己級 　スタンダード　　　　　　　級　　・　ラテン　　　　　　　　　級

　お教室名 　

　ご連絡先TEL －      －
　ＦＡＸ　 －      －
　ご宿泊予約 ＊ご希望の際は○

必要事項をご記入の上、西部エントリー係へFAXにてお申込ください。

お申込確認後日、西部総局エントリー係より直接出場料、お振込のご案内を致します。

＊お振込の際は振込人名義を「団体名、登録番号・リーダー氏名」でお願い致します。

［大会連絡先］

〒730-0051広島市中区大手町1-5-2　5Ｆ

＊エントリーに関するお問合せは直接西部エントリー係へお問合せ下さい。

広島県ボールルームダンス連盟　事務局　TEL/FAX　(082)248-1770　Eメールjbdf_hiroshima_ken@ybb.ne.jp　

   4月4日　　　　4月5日　（グランドプリンスホテル広島 ツインルーム）

第24回 国際親善広島県知事杯争奪

   Asian Pacific Open  Hiroshima　2020   

ご出場クラスに○印をご記入下さい。（スタンダード・ラテン重複不可）

　プロ・アマ競技　＊オプション W　・　T　・　F　・　C　・　R　　＊多数選択可

（フリガナ）

（フリガナ）

　メールアドレス

【　出 場 申 込 書　】

お申し込みFAX番号　06-6608-2812　（締切 3月4日 必着）

                 　　 @

NDCJ公認

　ご連絡先住所　または


