
大会要項

アレックス・ムーア・カップ 2022プロ選手権

1.日 		 時 令 不日4」午12月 13日	(日 )		98寺 0	0`か ～ 21日寺0	0分

‐)			 △ 					+曰
乙 ・	 アヽ				 ユ笏 グラン ドプリンスホテル新高輪「飛天」

3.主 		 催 一般 社 団法人 日本社交 舞踏教 師協 会 (NATD)

東京都中央区日本橋浜町 2-33-4日本ダンス会館 5F

T・ EL	03-5652-7341	FAX	03-5652¨ 7342

4.後 		 援 一般社団法人、東部日本ボールルームダンス運盟

一般社団法人 日本舞踏教師協会

5.競 技 内容 スタンダードW.To	F	Q	 単科

ラテンアメリカン C,S.R.P	 単科

※スタンダードとラテンアメリカンの重複は不可

6.チ ケ ッ ト (プログラム付)SS指定席券 ¥35′ 000(ディナー	テーブル)

S指定席券 ¥33′ 000(ディナー	 テーブル)

A指定席券 ¥12′ 000(食事なし)

※なお、全指定.席券 NATD会員割弓|¥2′ 000有り



フ.出 場資格 一般社団法人東部日本ボールルーム連盟及び他運盟プロD級以上の登

録選手、Aシード3大大会 (※ )及びムーアカップ決勝選手 (第 3次

予選より出場)、 Bシード A級登録選手 (第 2次予選より出場)

注 :	 令和2年 2月 10日以降にカップルを解消し、新パートナーと

エントリーするA級登録選手及び他連盟A級登録選手で 3大大会 (※ )

の 準々決勝入賞 (1回以上)の実績がない場合は第 1次予選より出場

3大大会 	・全日本選抜ダンス選手権

。日本インターナショナル選手権

。JBDF全日本プロフェッシ∃ナルダンス選手権)

8.出 場料 NATD会 員 無料

その他登録選手	¥フ′000

9,撮 影料 ¥8′ 000(全ての肖像権は本大会の主催者にあり、要撮影承認料)

10.単 科賞 金 1イ立 ¥30′ 000		2イ立 ¥20′ 000		3イ立 ¥15′000

4イ立 ¥10′ 000		5イ立¥10′ 000		6イ立 ¥10′000

11.	 特 別 賞 総合 1位、2位、3位に賞金



12.ク イーン賞

13.プレミアムデモ

スタンダード及びラテンアメリカンの最優秀パートナー各 1名に賞品

出演料・チケット3枚	25万円	限定 20組

※1曲 3分以内でお願い致します。複数曲の編集は不可

お問合せ先 :アクトレススポーツダンススタジオ 104(西山雅敏宛て)

電話番号 	045-902-9034	 メールア ドレス actressss1040gma‖ .com

申込締切		 令和 3年 12月 30日 (木)

14.出 場 申込 		 ネ ッ トエ ン トリーのみで の受付 (エ ン トリーハ ガキ不 可 )

出場申込先:ht墜 :肝Orm国!艶型LXZkVfXQ“曼塑

他連 盟 選 手 は NATD事 務所へ お問合 せ下 さい

電 話 番 号 	03… 5652-7341

申込締切 	 令和 3年 12月 30日 (木)

出場料振込先

ゆうちょ銀行	 金融機関コード9900

0-九店 (ゼロイチキュウ店)店 番 019

当座 0623559	-般 社団法人日本社交舞踏教師協会

遅延 エン トリーと出場料の両方が揃つていない場合は遅延エントリ

一扱いになります。

遅延エン トリー	 令和 4年 1月 7日 (金)

遅延エントリー料金	プラス 7′000円



※ NATD会員は出場料無料ですが遅延エントリーの場合は遅延エン

トリー料金はお支払いください。

また、遅延エン トリーの場合は、電話連絡の上、NATD事務所まで直

接エン トリーの申し込みと出場料の支払いに期限までに来て申込く

ださい。

※ 納入の確認ができない場合は出場不可。

※ 申込後の出場取り消し、出場料払い戻しはありません。

遅延受付 令和 3年 12月 31日 (金)～令和 4年 1月 7日 (金)17:00

まで。

ただし、事務所は令和 4年 1月 5日までお正月休みの為

令和 4年 1月 6日、1月 7日のみ。



ムーアカップ2022	 出場申込票 記入例

○ ○	 連盟 担当者氏名		 ○ ○		 ○ ○

担当者電話番号 ○○○一XX× 一△△△△

選手氏名および教室名は大会プログラムに掲載されます。楷書でていねいにご記入ください。

登録番号 0900--1234

リーダー氏名 NATD太郎

リーダー氏名ふりがな えぬえ一てぃ一でい一たろう

リーダー所属教室

パートナー氏名 NATD花 子

パートナーふりがな えぬえ一てぃ―でぃ―はなこ

パートナー所属教室 スタジオNATD

級

スタンダード			A級

ラテンアメリカン		B級

出場する競技会名(いずれかに○)

(○ )ムーアカップ プロロスタンダード選手権

(	)ムーアカップ プロ・ラテンアメリカン選手権

返信葉書 (受付通知)の宛先

郵便番号 〒103-0007

宛先1(市 区町村名と番地) 中央区日本橋浜町2-33-4

宛先2(ビル名と階数) 日本ダンス会館5F

宛先3(教室名または会社名) スタジオNATD

宛名 NATD花 子

日中連絡のとれる電話番号 03-5652-7341

人 日

NATDダンススクール



ムーアカップ2022	 出場申込票

連盟 担当者氏名

担当者電話番号

選手氏名および教室名は大会プログラムに掲載されます。楷書でていねいにご記入ください。

登録番号 0	00-

リーダー氏名

リーダー氏名ふりがな

リーダー所属教室

パートナー氏名

パートナー氏名ふりがな

パートナー所属教室

級

スタンダード 級

ラテンアメリカン 級

出場する競技会名(いずれかに○)

(		)ムーアカップ プロ・スタンダード選手権

(			)ムーアカップ プロ・ラテンアメリカン選手権

返信葉書 (受付通知)の宛先

郵便番号 T

宛先1(市区町村名と番地)

宛先2(ビル名と階数)

宛先3(教室名または会社名)

宛名

日中連絡のとれる電話番号

一般社団法人日本社交舞踏教師協会


