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2015 年 3 月 

第 13回日本サルサダンスコンペティション募集要項と規約 

 

サルサホットラインジャパン 

 

開催日：2015 年 6 月 27 日(土曜日) 18:00-23:00 (予定) 

 

開催場所：代官山 ザ・ルーム 

東京都渋谷区恵比寿西１丁目３４−１７ Za HOUSE ビル 3F 

 

本大会の位置づけ 

本大会は 10/3,4 に開催される Japan Salsa Congress 2015(以下 JSC)でのペア・ソロ出演への予選

です。また JSC は 12/14 からマイアミにて開催の World Latin Dance Cup 2015(以下 WLDC)の準

決勝出場の選考の場です。 

もちろん上記(JSC や WLDC)の出演を希望しない方でも応募し出演することは可能です。 

また、本大会の規約は上記 WLDC の規約に準じていますが、同一ではありません。WLDC 準決勝

を目指す方は、別添の WLDC の規約を参照し、その規約に基づいた選曲・振付構成をすることを

お勧めします。 

なお、規約に関しては今後変更することがありますのでご留意ください。 

 

出場形態：ソロ、ペア(男女あるいは同性) 

 

出演時間：２分以内 

※本大会通過後ジャパン・サルサコングレス出場を目指す場合はラテンダンスカップ各部門審査

基準に合わせた時間を推奨します。(別添の WLDC 規約を参照) 

 

出演部門 

第１３回大会の募集部門 ( )内は JSC 出場組数。 

A) ON1・ON2 共通 プロフェッショナルペア・プロフェッショナル＆アマチュアペア部門 上位５組 

B) ON1・ON2 共通 アマチュアペア部門 上位５組 

（プロフェッショナル・プロフェッショナル＆アマチュアペア部門参加者数が２組以下の場合アマ

チュアペア部門より６組を選出） 

C) プロフェッショナル・アマチュア共通バチャータ部門 上位３組 

D) ON1/ON2 プロフェッショナル・アマチュア共通キャバレーペア部門 上位３組 

E) 女性プロフェッショナル・アマチュア共通ペア・ソロ部門 上位４組 

F) 男性プロフェッショナル・アマチュア共通ペア・ソロ部門 上位２組 
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※以下は今後 5 年以内の日本サルサダンスコンペティションの部門と JSC 出場組数 

▽ON1 プロフェッショナルペア・プロフェッショナル＆アマチュアペア部門 上位３組 

▽ON2 プロフェッショナルペア・プロフェッショナル＆アマチュアペア部門 上位３組 

▽ON1 アマチュアペア部門 上位３組 

▽ON2 アマチュアペア部門 上位３組 

▽プロフェッショナル・アマチュア共通バチャータ部門 上位３組 

▽ON1・ON2 プロフェッショナルキャバレーペア部門 上位 3 組 

▽ON1・ON2 アマチュアキャバレーペア部門 上位３組 

▽女性プロフェッショナルペア・ソロ部門 上位３組 

▽男性プロフェッショナルペア・ソロ部門 上位 3 組 

▽女性アマチュアソロ部門 上位３組 

▽男性アマチュアソロ部門 上位 3 組 

 

競技形式 

・課題曲の部 

サルサ On1 部門, サルサ On2 部門、バチャータペア部門では、3 組ずつ同時に、SHJ の選曲する

課題曲で踊る。以下の「自由曲の部」と合わせサルサOn1,サルサ On2,バチャータペアの部門への

参加者は 2 つの曲を踊ることとなります。 

 

・自由曲の部 

全ての部門において、出演者の自由選曲の楽曲にて踊る。曲の長さは 2 分以内。 

(※下記の WLDC との関係性もご参照ください) 

 

申込方法と締切日 

5/31(日曜)まで。 SALSA HOTLINE JAPAN info@salsa.co.jp まで別添の申込用紙に記入し応募

のこと。 

 

出演料金 

・ペア出演 15,000 円/ペア・部門  2 部門目以降 9,000 円/ペア・部門 

・ソロ申込 9,000 円/ソロ・部門  ペアとソロの掛け持ちの場合は 5,000 円/部門 

※申込書の送付と SHJ 指定口座への入金をもって申し込み完了とします。 

※申込締切日(5/31)以降のキャンセル場合はご返金できませんのでご留意ください。 

 

ステージサイズ 

幅 ９Ｍ × 奥行 ５．４Ｍ (アクリルマット-サルホマット-使用) 

 

リハーサル：順番が来たらすぐ音出しで 1 回のみ。 
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審査について 

コンペティション開催当日会場にて複数の審査員に同一の基準で各部門を審査し、その平均点を

持って順位を出し、JSC の出場権を得る参加者を決定します。 

第１３回大会に限り on1 部門/on2 部門/バチャータ部門とも７０パーセント以上のサルサ・バチャー

タペア&ステップワークテクニックが入ればリフト・トリック等の禁止・回数制限をせず楽曲調和のみ

判断基準とします。しかしながら日本サルサダンスコンペティション通過後 JSC に出場し、WLDC の

準決勝を目指す場合はラテンダンスカップ各部門審査基準へ変更を推奨します。 

JSC に選ばれ、参加したソロ・ペアは、JSCの場においてAlbert Torres氏に認められた場合に本年

12 月 17,18 日に米国マイアミにて開催する WLDC の準決勝の出場権を得ることができます。 

 

審査項目について 

1) Timing 

2) Technique/Difficulty 

3) Connection/Synchronization 

4) Choreography/Musicality 

5) Showmanship 

(※WLDC の審査項目は８項目ですが本大会では上記の 5 項目とします) 

審査はラテンダンスカップ同様１０点より減点方式とします。 

 

各項目の説明 

1) Timing 

ビートに対する On1,On2 タイミングの正確性。ミュージカリティーとの一貫性とテンポの正確性。 

(別添の WLDC 規約をご参照ください) 

 

2) Technique/Difficulty 

・サルサダンス・バチャータダンス 

サルサ・バチャータフットワーク・ボディーライン・ボディーアイソレーション 

・キャバレーダンス 

リフトアプローチ姿勢・空中姿勢・リフトキャッチ姿勢・サルサダンスステップワーク 

・各部門共通 

ターンバランス・手先の美しさ・爪先の伸び 

 

3) Connection/Synchronization 

・ペアワークの手の繋がり又その働き 

・リーダー・フォローのペアステップワーク同調性 

・シャイン・コンビネーションライン同調性 
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4) Choreography/Musicality 

・音楽の理解度 

・競技を理解した表現・独創性 

・動きの無理・無駄のない移行 

 

5) Showmanship 

ダンサーはどれほど観客を意識し、観客の注目をあつめているか？他の競技者が踊っている時の

マナーは？等を確認します。 

(別添の WLDC 規約をご参照ください) 

 

・衣装 (補足事項として。別添の WLDC 規約をご参照ください) 

各人のデリケートゾーンが透明でない素材でおおわれている必要があります。ジーンズはお勧めし

ません。女性の場合はスカートかドレスをお勧めします。また男性は出来るだけ衿のある服の着用

をおすすめします。 

 

・重要事項 (別途 WLDC の規約もご参照ください) 

小道具の使用は不可です。帽子やジャケットのようなコスチュームは使用可能ですが、脱

いだり投げたりすることはパフォーマンス中のいかなる時であっても禁止です。これに従

えなかった場合は最終得点から減点されます。 

髪留めや髪への装飾、宝石または床に着くような衣装もまた、減点される対象となりえま

す。帽子やメガネといったダンサーによって装着されているものを除いて、椅子や杖や銃

やナイフや炎効果やその他すべての小道具は禁止です。 

トリックやディップやドロップ、てこの運動やフレアといった動きについて。 

トリックとはバランスを維持するためにパートナーの助けを必要とするあらゆる動きを表

します。これは足が床の上に着いているといったことには関係ありません。 

On1&On2部門ではアクロバティックをすることはできません。たとえトリックをしている

最中であったとしても片足は必ず地面に着いていなければなりません。 

この部門で、たとえどちらかであったとしても、もし他のパートナーの助けを借りて両足

が床から離れた場合は、その動きはリフトとみなされ、最終得点からの大きな減点となり

ます。 

On1と On2部門では、振付の中で最大五つまでのトリック/ディップ、フレアが許可されま

す。肩より上に上がるいかなるリフトは失格となります。 

キャバレー部門のペアやチームはリフトや頭上の動きを使用するかもしれません。アクロ

バティックを行うキャバレーチームの 50％の動きはサルサでなければなりません。 

トリックコンビネーションにおいて、複数のポジションを行うことは許可されますが、ど

のコンビネーションであっても合計で 3 つ以上の複数のポジションを行うことはできませ

ん。 

ポジションは一貫してひとつのポジションから次のポジションへ止まることなしで流れる

ように動いていかなければなりません。もし動きが止まった場合は、それぞれのポジショ

ンがそれぞれ別のトリックだとみなされ、最大で 5 つまでとなるトリックの使用制限へカ

ウントされます。どのトリックもトリックコンビネーションも２エイト以上の長さを行っ

てはいけません。 
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採点方法 

SHJ で指名した複数名の審査員によって採点することとします。 

(審査員のご紹介は別添の資料をご参照ください) 

1) 各審査基準に対し審査員は 10 点を持ち点とする 

2) 審査員裁量により各審査基準へ逸脱したと認められる競技者の演技に対し減点方式を取る 

・競技者の演技の流れで起こる各逸脱は 0.25 ポイントを減点 

・競技者が演技を競技者の不都合により明らかな演技の停止は全体スコアーより 2.5 ポイントを減

点 

3) 審査員の採点結果は最も高得点を採点した審査員と最も低得点を採点した審査員の採点結

果をカットした採点合計を最終得点結果とする 

※例外事項 

主催者側の機械・技術的問題により競技者の演技を妨げた場合は速やかな再演技を可能とする 

又それには審査員の過半数以上の賛成を必要とする 

 

WOLD LATINDANCE CUP との関係性 

当大会は 12 月にマイアミで開催する WLDC の予選会も兼ねています。したがって、当初から

WLDC の出場を目指す方は添付の WLDC のルール書をよく読んだうえでご参加ください。 

例えば、当大会では楽曲の指定は特に設けていませんが、WLDC の準決勝以上の出場の場合は

WLDC で決められた範囲での曲を使う必要があります。当大会でこの範囲外の曲で出場し WLDC

準決勝に選出された場合、WLDC 準決勝の場では指定曲に変更する必要があります。 

 

以上ご質問のある場合は サルサホットラインジャパン(SHJ) までお気軽にお寄せ下さい。 

TEL  03-5411-4818 E-mail  info@salsa.co.jp 
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