第 27 回 K B D F 杯 ダ ン ス 競 技 会
大会要項
【主催】
【日時】
【会場】

一般社団法人 神奈川県ボールルームダンス連盟 （ K B D F ）

2021年11月14日（日）

１１：００〜１８：００ （予定）

平塚プレジール5F (ＪＲ平塚駅南口から徒歩3分)

【競技区分＆出場資格】
Ｎｏ.１ KBDF杯オープン部門

（年齢制限なし）

・・・

スタンダード ５種目 / 単科 ラテンアメリカン ５種目 / 単科

Ｎｏ.２ KBDF杯シニア部門

（５０歳以上）

・・・

スタンダード ５種目 / 単科 ラテンアメリカン ５種目 / 単科

・・・

スタンダード ５種目 / 単科 ラテンアメリカン ５種目 / 単科

ハンデ戦 ・・・
（70歳以上）

スタンダード ５種目 / 単科 ラテンアメリカン ５種目 / 単科

Ｎｏ.３ KBDF杯ミドルシニア部門

（６０歳以上）

Ｎｏ.４ KBDF杯グランドシニア部門

Ｎｏ.５ KBDF杯アマチュア・オープン部門

・・・

スタンダード （W.T）/複合 ラテンアメリカン（C.R）/複合

（アマチュア同士のカップルによる競技会、アマチュア登録選手も出場可）

Ｎｏ.６ フレッシャーズ・A 部門
Ｎｏ.７ フレッシャーズ・B 部門

（ 45歳以上 ）
（ 45歳未満 ）

・・・

スタンダード （W.T）/単科 ラテンアメリカン（C.R）/単科

（両部門とも過去のKBDF杯において６位以上入賞経験の無い方）

Ｎｏ.８ 教室対抗チャレンジカップ…全ての部門を対象に教室対抗として６位まで発表します。
Ｎｏ.９ プレミアムステージ…競技Ｎｏ１～4で出場者が１４名以上の時に成立。成績上位６組による競技会。
（※出場は各教師、お客様の任意です。）

※時間の都合によりカテゴリーによっては混合戦になる可能性がございます。予めご了承ください。
【パートナー資格】
パートナーを務める教師はＫＢＤＦの社員及び準社員でなければならない。（競技会Ｎｏ.5は除く）
※またパートナー資格のための(KBDF社員及び準社員の登録にはKBDF理事会の承認が必要となります。

【申込みに関して】
a.ＫＢＤＦ登録教室からのエントリーである事。
b.ＫＢＤＦ登録教室以外からの申込みは1種目につき出場料プラス￥１，０００で可。
※但しパートナーを務める教師はＫＢＤＦの社員及び準社員でなければなりません。ご注意ください。

【申込先（FAX）】 〒２２１-００４６ 横浜市神奈川区神奈川本町５－３ ダイヤモンドマンション１Ｆ

（一社）神奈川県ボールルームダンス連盟事務所

ＦＡＸ ０４５-４４４-６０８１
【出場申込み締切日】

締切日厳守お願いします。期日以降の申込みは受け付けません。ご了承下さい。

2021 年 10月 28日 （木）

【キャンセル】

出場申込のキャンセルは、申込締切日までのキャンセルは受け付けますが、それ以降の
キャンセルは下記の通り、キャンセル料が発生いたしますので、予めご了承ください。
出場申込締切日から、開催日３日前
・・・
出場料の 50％
開催日2日前から開催日当日
・・・
出場料の 100％

【前売り座席指定入場券】
今大会の観戦、及び入場の際には、座席指定入場券が必要です。券種は下記の通りに
なります。 なお前回同様当日券の販売は中止し、前売り販売のみとさせていただきます。
お支払いは銀行振り込みまたは当日、会場にて清算お願いします。
1) ラテンアメリカン部門のみ

AM 10:00〜 午前の部(予定）

1座席… ¥3.000

2) スタンダード部門のみ

PM 15：00〜午後の部（予定）

1座席… ¥3.000

3) ラテンアメリカン・スタンダード両部門
b,入場券販売の期間は

10/18

から

（終日）

1座席… ¥5.000

11/12 までです。

※入場券購入後のキャンセルは原則出来ませんので予めご了承下さい。
※入場券は数に限りがございますので、先着順とさせて頂きます。予めご了承ください。

【出場者入場券】

【各種振込先】

出場者１名につき… \1,000
※会場への入場の際、必ず必要となります。
（出場者が前売り座席指定入場券購入の場合は必要ありません。）

みずほ銀行 横浜駅前支店（292） （普）4040605
一般社団法人 神奈川県ボールルームダンス連盟
※恐れ入りますが、振込手数料は貴殿にてご負担下さい。
※必ず教室単位で取り纏めての振込みをお願いします。

【服装規定】

自由

【受付】

当日のタイムテーブル、及び出場料金計算表を開催日6日前に各教室にご連絡致します。
なお 連絡がない場合は出場受付が出来ていない可能性があります。早急にご確認の上、
お問い合わせ下さい。また、KBDFの公式ホームページにも、合わせて発表していますので
ご参照していただければと思います。

【採点方法】

６名以上のKBDF登録審査員による、加点法で行います。
※採点が同点の場合は審査委員長の点数を考慮し、順位を決定します。

なお教室対抗チャレンジカップの計算方法は以下の通りとします。
a）各種目ごとに出場者１名につき基礎点１点。

※アマチュア・オープンのみ一組につき基礎点1点。

b）各種目ごとに１位…３点、２位…２点、３位…１点ずつ加算。
c）プレミアムステージ出場者にはさらに基礎点２点加算。
d）プレミアムステージ上位入賞者（テクニック賞３点、エンターテイメント賞２点、ビジュアル賞１点加算）。
e）上記すべての得点を合計したもののうち上位6教室を発表。

【ハンデ規定】

競技 No.4グランドシニア部門において、８０ 歳以上の方が対象です。出場申込の際、
自己申告のあった者に限り下記のようにハンデをつけます。 なお公表は致しません。
80 歳 〜 84 歳

・・・

加点法式の採点結果にプラス 1 点

85 歳 〜 89 歳

・・・

加点法式の採点結果にプラス 2 点

90 歳以上

・・・

加点法式の採点結果にプラス 3 点

※ハンデを希望される方は、出場申込書の記載の際、必ず年齢の記入し、ハンデ希望に◯で囲んで下さい。

【賞品】

競技 Ｎｏ.１～Ｎｏ.４ KBDF杯アマプロ部門

・・・

入賞者はトロフィー＆賞状or賞状のみ
※下記のように出場組数により異なります。

出場組数が１２組以上の場合 １位～６位にトロフィー＆賞状
〃
〃

５～１１組の場合
４組以下の場合

7位以下賞状のみ

１位～３位にトロフィー＆賞状

4位以下賞状のみ

１位のみにトロフィー＆賞状

2位以下賞状のみ

競技 Ｎo.５ KBDF杯アマチュアオープン部門

・・・

チャレンジカップ、賞状（１位のみ）

競技 Ｎｏ.６〜Ｎｏ.７ フレッシャーズ部門

・・・

賞状 （６位まで）

競技 Ｎｏ.８

教室対抗チャレンジカップ

・・・

チャレンジカップ、賞状（６位まで）

競技 Ｎｏ.９

プレミアムステージ

・・・

賞状、記念品

・・・

賞状、記念品

会長特別賞

【安全対策】

事前及びイベント当日の健康管理は、自己責任に於いて十分留意してご参加頂きますよう
お願い申し上げます。万一、イベント当日不慮の事故により負傷・疾病等が発生した場合、
主催者は当日の対応は致しますが、それ以降については、各自でご対応を頂きますので
予めご了承ください。

【肖像権】

本大会の出場選手の肖像権ならびにすべての権限は、主催者にあるものとします。

【SNS・その他】

大会当日の写真撮影及び動画撮影は個人としての利用の範囲を超えない限り自由ですが、
SNS（フェイスブック、インスタグラム、ツイッター等）などに被撮影者の許可なくアップロードなど
の行為は、違法にあたる可能性がございますので、ご遠慮頂きますよう宜しくお願いします。

【出場申込専用メールアドレス】
申込みの際の記述内容については同封の出場申込用紙に準じてお願いします。
もしくは出場申込書にご記入の上、データ化して送付していただいても結構です。

kdsk@alto.ocn.ne.jp
※前売り座席指定入場券の購入は従来通りFAXでお願いします。

【新型コロナウィルス感染拡大防止対策】
◎ 体調に不安がある方、またご高齢の方の申込みにつきましては、慎重な判断をお願いします。
◎ 会場受付時にて全ての出場者及び役員、関係者全員に非接触型体温計による検温を実施いたし
ます。その際、体温が37.3度以上ある事が判明した方には、会場への入場、及び出場をご遠慮い
ただく場合がございます。予めご了承ください。
◎ 万が一感染が発生した場合に備え、受付にて 問診票を作成します。健康状態等の確認の
協力をお願いします。
◎ 会場内の人数は、各部屋で決めれた制限数を超えないように注意していただきたいと思います。
◎ 会場内に消毒液を用意しております。会場への入退時やお手洗いの際には必ずご利用下さい。
◎ 拡散防止の為、当日役員、及び関係者はマスクやフェイスシールドを着用します。
◎ 会場内では、大きな声での会話や観戦の際の応援はお控えください。
◎ 競技参加中はマスク着用（アマ・プロ共に）をお願いいたします。それ以外（ 競技観戦、移動、
控室での行動など ）でも、必ずマスクの着用をお願いいたします。未着用の場合は、入場を
お断りする場合がございます。予めご了承ください。
◎ ソーシャルディスタンスの確保に極力努めるよう宜しくお願いします。
◎ 咳、くしゃみをする場合には、咳エチケットをお心掛けください。
◎ 気分や体調が優れない場合は、決して無理をなさらず速やかに運営委員にお申し出下さい。
◎ 表彰式終了後は、出来るだけ速やかにお帰り下さいますようご協力をお願いします。
◎ 事情により突然の大会中止を発表する事もあります。予めご了承下さい。

※本大会に関してのお問い合わせ
（一社）神奈川県ボールルームダンス連盟 事業運営部
KBDF杯ダンス競技会行委員会
TEL 045-444-6080

