
 

KIDC 2020 FAX 出場申込み 

FAX番号 092-771-3001 

FAX受信後、入金の確認が完了した時点で、エントリー受付となります。 

入金確認後、10日以内に担当者からメールにてご連絡を差し上げます。 

連絡がない場合は、事務局へご連絡ください。 

 

お振込み先 

福岡銀行 本店営業部 普通預金 6641480 

口座名:九州国際ダンスコンペティション実行委員会 

・参加料納入後の返金は致しません。(定員になり、出場がキャンセルになった場合のみ返金致します。) 

・必ず参加者本人の名前でお振り込み下さい。 

◎ 締め切り 令和2年(2020)年1月31日 

※但し定員に達した場合、早期に締め切りますのでお早めに申込下さい。 

 

クラシック部門（ジュニア・シニア）参加費：28,000円 

コンテンポラリ－ソロ参加費：28,000円 

コンテンポラリ－アンサンブル参加費：1曲2人につき33,000円/1人追加につき7,000円 

バレエシューズ部門参加費：28,000円 

大人バレエ部門参加費：ソロ28,000円 グル－プ1曲2人につき33,000円/1人追加につき7,000円 

バリアフリ－参加費：ソロ28,000円( グル－プ1曲2人につき33,000円/1人追加につき7,000円 

 

お申し込みには KIDC 2020 出場規定への同意が必要です。出場申込書の1枚目に同意のチェックをお願いします。 



込

クラシックジュニア女子A部門 

クラシックジュニア女子B部門 

クラシックジュニア女子C部門 

クラシックジュニア男子 

クラシックシニア女子部門 

クラシックシニア男子部門 

コンテンポラリーソロジュニアA部門 

コンテンポラリーソロジュニアB部門 

コンテンポラリーソロシニア部門 

コンテンポラリー アンサンブル部門 

バレエシューズA部門 

バレエシューズB部門 

大人バレエ部門 

大人バレエ グループ部門 

バリアフリーソロ部門 

バリアフリーグループ部門 

 

所属団体名(所属の無い方は所属無しと記入してください) 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

所属先住所 

〒 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

所属先電話番号 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  大会当日の緊急連絡電話番号 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  

指導者名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 指導者名 英文字 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

連絡用メールアドレス ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＠＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

※1 振付者名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ※1 振付者名 英文字 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

※1 作品名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

作品名 英文字＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

使用曲名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

使用曲名 英文字＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

※2 作曲者名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

※2 作曲者名 英文字＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

曲の長さ ＿＿＿分＿＿＿秒  舞台の出方  上 手 ・下 手  出方  音先 ・ 板付 

楽曲始まりのきっかけ   きっかけなし ・ 指導者きっかけ ・ 舞台監督きっかけ 

※1 振付者名・作品名の記載もお願いします。 

※2 作曲者が没後70年未満の曲は、著作権使用料が発生しますので、作曲者名の記載をお願いします。  

該当するものを○で囲んでください 

出場者名は2枚目に記載 

 

入力された事項は、 パンフレットや 表彰状、スカラシップの申請・JASRACへの申請等の作成等のすべての 

原本となります。 連絡先などの重要項目なども含めお間違えのないようご記入をお願いいたいします。 

  エントリー料振込日時＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

  振込名義人 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿______  

※記入漏れがないか今一度ご確認ください。 

KIDC2020出場規定に同意する場合は□にレ点        

を付けてください。 

KIDC 2020 出場規定に同意する □ 



込

出場者氏名  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

出場者氏名英字 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

性別  男性 ・ 女性 

生年月日(西暦)  西暦＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日 

海外留学  希望 ・ 希望しない 

————————————ここからは、グループでの出場者のみ————————— 

出場者氏名  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

出場者氏名英字 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 性別  男性 ・ 女性 

生年月日(西暦)  西暦＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日 

海外留学  希望 ・ 希望しない 

出場者氏名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

出場者氏名英字 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 性別  男性 ・ 女性 

生年月日(西暦)  西暦＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日 

海外留学  希望 ・ 希望しない 

出場者氏名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

出場者氏名英字 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 性別  男性 ・ 女性 

生年月日(西暦)  西暦＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日 

海外留学  希望 ・ 希望しない 

 

出場者が8名以上の場合は、この用紙をコピーしてご使用ください。 

 

出場者氏名  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

出場者氏名英字 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 性別  男性 ・ 女性 

生年月日(西暦)  西暦＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日 

海外留学  希望 ・ 希望しない 

出場者氏名  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

出場者氏名英字 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 性別  男性 ・ 女性 

生年月日(西暦)  西暦＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日 

海外留学  希望 ・ 希望しない 

出場者氏名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

出場者氏名英字 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 性別  男性 ・ 女性 

生年月日(西暦)  西暦＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日 

海外留学  希望 ・ 希望しない 

出場者氏名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

出場者氏名英字 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 性別  男性 ・ 女性 

生年月日(西暦)  西暦＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日 

海外留学  希望 ・ 希望しない 



 

KIDC 2020 

 

(第４回九州国際ダンスコンペティション) 

出 場 規 定 
開催期間  2020年3月24日(火)・25日(水) 

会  場  福岡市民会館 大ホール 

３ 審査は複数名で行い、それぞれの審査員は １００点満点で採点し、その最高点と最低点を除いた合計点とする。 

 (1)同点の場合の取り扱いは、審査員の審議により決定する。 

 (2)1位～３位の成績であっても、技能レベル等によっては表彰に該当しないと考えられる場合は、審査員の審議に 

  よりそれを決定する。          

 (3)大人リーナ部門については、順位をつけないが、審査は他の部門と同様に行う。 

４ 公正で健全な審査を行うため、審査員の子や生徒は出場できないこととする。また、主催者も審査に関与しない 

５ 講評事項を記入し、審査員名を掲載したアドバイスシートを出場者全員に与える。 

 6  出場者の審査結果、コンペティションや表彰式画像は、個人情報の保護に配慮したうえで、主催者のホームページ 

    SNSなどに公開する。 

 7  出場者の画像・動画は、主催者のフライヤーやポスター、SNS、YouTubeなどメディアに使用することがある。 

 不都合がある場合は、事前にお知らせください。 

 

１ 部   門    

3/24(火) バレエシューズ部門 A(8～10歳)・ B(11～12歳)[男女混合]★課題曲の中から１つを選んで踊る 

大人バレエ部門 ソロ・グループ 大人になってから始めた人[順位付けなし] 

コンテンポラリー部門 ソロジュニア A(10～13歳)・ソロジュニア B(14～17歳) 

ソロシニア(18歳～) 

アンサンブルグループ［2 人以上］(10歳～) 

バリアフリー部門 ジャンルなし・順位付けなし 

3/25(水) クラシックジュニア部門   女子 A(11～12歳)・女子 B(13～14歳)・女子 C(15～17歳) 

  ジュニア男子(13～15歳) 

クラシックシニア部門   シニア女子(18歳～)・シニア男子(16歳～) 

※年齢は令和2年(2020)年1月1日における満年齢とする。 

２ 制限時間 

エントリー部門  選んだ課題曲の演奏時間 
 

大人バレエ部門 ・ クラシック部門・ コンテンポラリー部門ソロジュニアA 

 

３ 分 以 内 

コンテンポラリー部門ソロジュニア B・コンテンポラリー部門ソロシニア 

バリアフリ－部門ソロ 
 

 

４ 分 以 内 

大人バレエ部門（グループ）・コンテンポラリー部門（アンサンブルグループ） 

バリアフリ－部門アンサンブル 

 

6 分 以 内 

※制限時間を超過した場合は失格とする。 



女性バリエーション 

 

ドン・キホーテ キューピッドのバリエーション 

ジゼル第１幕 ペザントのバリエーション 

リーズの結婚 リーズのバリエーション 

パキータ 第4バリエーション 

白鳥の湖第１幕 パ・ド・トロワ第１バリエーション 

白鳥の湖第１幕 パ・ド・トロワ第２バリエーション 

眠れる森の美女 カナリアの精のバリエーション 

眠りの森の美女第３幕 フロリナ姫のバリエーション 

眠りの森の美女第３幕 銀の精のバリエーション 

海賊 オダリスク第3バリエーション 

ライモンダ ピチカートのバリエーション 

 

 

 

男性バリエーション 

 

ジゼル第１幕 ペザント第１バリエーション 

ジゼル第１幕 ペザント第２バリエーション 

パキータ パ・ド・トロワ男性バリエーション 

白鳥の湖第１幕 パ・ド・トロワ男性バリエーション 

くるみ割り人形第２幕 王子のバリエーション 

眠りの森の美女第３幕 青い鳥のバリエーション 

サタネラ 男子バリエーション 

コッペリア第 3幕 男子バリエーション 

ナポリ第 3幕 男子バリエーション 

ゼンツァーノの花祭り第 3幕 男子第2バリエーション 

バレエシューズ部門 課題曲リスト 
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