第 7 回高校生ダンスバトル選手権
1on1 と高校ダンス部・同好会限定の 3on3 との同時開催！
【大会趣旨】
「メ～テレ（名古屋テレビ放送）」と日本初のダンス専門チャンネル「ダンスチャンネル」が主催する「高
校生ダンスバトル選手権」は、2016 年度にスタートし、今回で 7 回目を迎えます。過去大会の参加者から
ダンスのプロリーグ「Ｄリーグ」で活躍するプロダンサーが多数生まれるなど、成長を続けている本大会
は、年々、規模を拡大しています。前回から、1on1 バトルに加え、高校ダンス部・同好会限定の 3on3 バ
トルを開催。今回は、関東・関西に加え、予選を中部、九州でも開催いたします。
コロナ禍ではございますが、かけがえのない高校時代のダンスの発表の場として、より多くの高校生のみ
なさまに安心してご参加いただけるよう取り組んでまいります。

～開催要項～
【日程・会場】
2022 年 11 月 26 日（土）中部予選（名古屋インターナショナルレジェンドホール/名古屋市中区）
OPEN 12:00、START 12:30、CLOSE 18:30(予定)
2022 年 12 月 26 日（月）関西予選（藤井寺市立市民総合会館パープルホール大ホール/大阪府藤井寺市）
OPEN 12:00、START 12:15、CLOSE 19:30(予定)
2023 年 1 月 4 日（水）関東予選（川崎 CLUB CITTA'/川崎市川崎区）
OPEN 12:00、START 12:15、CLOSE 19:30(予定)
2023 年 1 月 8 日（日）九州予選（福岡市立東市民センターなみきホール/福岡市東区）
OPEN 12:00、START 12:30、CLOSE 18:30(予定)
2023 年 1 月 21 日（土）決勝（穂の国とよはし芸術劇場 PLAT アートスペース/愛知県豊橋市）
OPEN 12:00、START 12:30、CLOSE 17:00(予定)
※エントリー数により終了時間に変更があることを予めご了承ください。
【料金】
入場料 2,000 円（全席自由）
※3on3 については、引率顧問は各学校ひとりまで無料
※チケットの発売については、決まり次第ＨＰ上に記載します
【放送・配信】
特別番組・・・メ～テレ（名古屋テレビ）
、ＣＳダンスチャンネルで 2023 年 3 月～放送予定
ダンスノーカットの完全版・・・ＣＳダンスチャンネルで 2023 年 4 月～放送予定
※両番組とも Amazon Prime Video チャンネル「ダンスチャンネル オンデマンド」で配信予定
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【ＣＡＳＴ】
-ＭＣMC ROKUDENASHI
-ＤＪDJ HIROKING
-ＪＵＤＧＥ【決勝】 KENZO（DA PUMP）/ SETO（BE BOP CREW/SNAZZY DOGS）, KITE（フォーマーアクション/
FAB5BOOGz ALLSTARz/UltimateCrew）, Mizuki Flamingo（TOKYO・ASIAN WAACKING SENSATION）,
Yusei（D-BLAST/KING OF SWAG）
【中部予選】 KENJI（PINOCCHIO）, Twin Twiggz aka Loopz（Twiggz Fam/Loopz Fam）, HANA（KONAMI&HANA）
【関西予選】 MACCHO（FAB5BOOGz ALLSTARz/BOOGALOO IN OSAKA/HOOD CREW）,
TAKE-C（BUSTA JAKK BOOGIE/LOW FAT MILK.T-PAC/29smokey）, MAiKA（RUSH BALL）
【関東予選】 SETO（BE BOP CREW/SNAZZY DOGS）, CGEO（temporary）, YASS（GRAYSOURCE/DBL）
【九州予選】 SETO（BE BOP CREW/SNAZZY DOGS）, TATSUO（THE BROTHERS）, P-STAR (4JOINT/Passione)
【エントリー受付期間・人数】先着順
中部予選：2022 年 9 月 26 日 16 時～ 2022 年 11 月 11 日 13 時・・・1on1:48 名限定、3on3:32 組限定
関西予選：2022 年 9 月 26 日 16 時～ 2022 年 12 月 9 日 13 時・・・1on1:80 名限定、3on3:48 組限定
関東予選：2022 年 9 月 26 日 16 時～ 2022 年 12 月 16 日 13 時・・・1on1:80 名限定、3on3:48 組限定
九州予選：2022 年 9 月 26 日 16 時～ 2022 年 12 月 16 日 13 時・・・1on1:48 名限定、3on3:32 組限定
※エントリーはこちらから www.dancedelight.net
【エントリー費】
1on1 のみ、3on3 のみ…ひとり 2,000 円
1on1、3on3 の両方…ひとり 2,500 円
※決勝はエントリー費無料
※会場までの交通費・宿泊費は各自負担
【決勝進出枠】
関東予選：1on1…6 人、3on3…6 チーム（18 人）
関西予選：1on1…6 人、3on3…6 チーム（18 人）
中部予選：1on1…2 人、3on3…2 チーム（6 人）
九州予選：1on1…2 人、3on3…2 チーム（6 人）
※第 6 回大会の優勝者（1on1、3on3 ともに）は出場権を別途保持しています
（ただし、高校を卒業、卒業の年齢に達していれば出場不可）
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【応募条件】
1on1 バトル
●2004 年 4 月 2 日～2007 年 4 月 1 日の出生者であること
※高校に通っていなくても可
●ダンスジャンルは問いません
3on3 バトル
●2004 年 4 月 2 日～2007 年 4 月 1 日の出生者であること
●全国の高校（定時制、高等専門学校、専修学校、中等教育学校後期課程を含む）に
正式登録されたダンス部及びダンス同好会に所属していること
●同じ高校の 3 名に限ります
●学校から出場の承認が得られること
●ひとつの高校ダンス部及びダンス同好会から、複数のチームの参加も可能です
●同一人物が 3on3 の複数のチームにエントリーすることはできません
●ダンスジャンルは問いません
1on1 バトル、3on3 バトルの共通事項
●1on1 バトルと 3on3 バトルの両方に参加することも可能です。その場合は 1on1 バトルと 3on3 バトルの
両方にエントリーをお願いします。ただし、参加できる予選については、1 会場のみとなります。
●下記の事項に同意頂ける方
・メ～テレ、ダンスチャンネル及びダンスチャンネルに許可を得たスタッフが、大会の模様を収録及び
写真撮影し、ダンサーネーム/所属チーム名、写真、動画をテレビ番組、インターネット配信、宣伝等
に利用することを許諾すること
・大会運営、番組収録スタッフが設けたルール、指示に従うこと
・エントリーに関して保護者の同意を得ること
・会場での私物の紛失、個人間のトラブル等には弊社は責任を負いませんのでご了承ください。
・個人情報取扱い規約に同意頂けること
大会運営：アドヒップ PRIVACY POLICY
https://www.dancedelight.net/policy/
また、いただいた個人情報は以下の範囲内で共同利用いたします。
【共同して利用する者】
名古屋テレビネクスト（ダンスチャンネル）
※個人情報保護方針はこちら https://www.entermeitele.com/outline/privacy.html
【共同利用する個人情報の項目】
氏名、ダンサーネーム、高校名、住所、生年月日、メールアドレス
【利用する者の利用目的】
番組収録、宣伝、それらの連絡のため
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【ルール】
●バトル形式：サイファー及び 1on1、3on3 （参加者数により変更の可能性あり）
●演技時間・ムーヴ数：
【予選】1on1…40 秒×2 ムーヴ ※サイファーは 30 秒×1 ムーヴ
3on3…30 秒×3 ムーヴ ※決勝のみ 40 秒×3 ムーヴ
●審査基準：①スキル（ダンス技術） ②オリジナリティ ③グルーヴ（音楽に乗れているか）
以上、３つの視点から審査を行います。
【撮影について】
ステージ上の写真撮影・動画撮影は禁止とさせていただきます。
＜新型コロナウイルス感染防止対策について＞
大会開催にあたって、以下の新型コロナウイルス等の感染症予防対策を実施いたします。
-----------------------------------・発熱・体調が優れない方は、来場および大会参加見合わせをお願いします
・事前に登録いただいた個人情報は、個人情報保護法に基づき、大会主催・運営が保管いたします。万が
一、ご出場者や大会関係者で感染者が発生したときに、保健所等公的機関へ提供することがあります。
・受付時、検温の実施
※37.5℃以上の発熱が認められる場合は、原則として、大会への参加をお断りさせていただきます
・ダンスバトル（収録）時以外はマスク着用を義務付けます（特別な事情があるかたはご連絡ください）
・アルコール消毒液の設置
・密集回避策を実施
※出場者同士の距離を意識して密集状態にならないようご協力ください
・換気の励行
・共有部分について定期的な消毒
・スタッフは来場時に検温を行い、体調管理に努めます
・スタッフはマスク着用、手洗い、手指の消毒を徹底します
-----------------------------------指針・ガイドラインの変更、今後の新型コロナウイルスの感染状況によっては、それに沿った対応をさせ
て頂きます。開催内容の変更や大会中止の可能性もあることをご了承ください。
大会参加予定の皆さまにおかれましては、ご自身の健康状態も含め、慎重にご検討いただきますようお願
いいたします。また感染予防対策へのご協力をよろしくお願いいたします。
主催：メ～テレ、ダンスチャンネル
後援：スポーツ庁（2021 年度実績）、朝日新聞
運営：アドヒップ
【問い合わせ】
大会運営、エントリーについて…アドヒップ TEL : 06-6543-8282 WEB : www.dancedelight.net
放送・配信、その他について…ダンスチャンネル MAIL : dance_info@nagoyatvnext.co.jp
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