
ワールドラテンダンスカップ 2015 規約更新事項 

 

大会種目区分・定義 

 

プロ：1分半から 2分のルーティーン。プロの定義はサルサ、ラテンダンスを教えるか、踊

ることによって財政的なものをえていること。バレーやジャズ、ヒップホップなどサルサ

やラテンダンス以外のものを教えている場合は WLDCではプロとはみなさない。 

 

アマチュア：趣味としてすべての種類のダンスを行っているあらゆる個人、またはサルサ

やラテンダンスを踊ることによって生計を立てていないもの。過去にサルサのパフォーマ

ンスや指導で財政的なものを得たことがある場合はアマチュアとはみなさない。この最終

判断はイベントの主催者によって決定される。アマチュアでなかった場合はプロ部門で踊

らなければならない。パフォーマンスは 1 分半から 2 分の間でアクバティックな振付やリ

ストを入れてはならない。フォロワー、リーダーを問わず 2 人のダンサーの両足が同時に

床から離れた時や、からだのどこかの部分が互いに触れていた場合はリフトとみなされる。

すくなくとも片足さえ着いていれば 5 つまでのトリックは行ってもよい。トリックとは、

パートナーの助け無しでは行うことができないあらゆるステップやポジションのことであ

る。 

 

75歳以上サルサダンス部門：ペアのいずれも 75歳以上に達しておらず、かつペアの両者の

年齢の合計が 75歳以上のペアであり、ともにアマチュアダンサーであること。もしいずれ

かのダンサーが 75歳以上であった場合は、そのダンサーのパートナーはプロであってもよ

い。たとえペアがともに 75歳以上であったとしても、あらゆる場合において、ペアが共に

プロであることは禁止する。パフォーマンスは 1 分半から 2 分の間でアクバティックな振

付やリストを入れてはならない。フォロワー、リーダーを問わず 2 人のダンサーの両足が

同時に床から離れた時や、からだのどこかの部分が互いに触れていた場合はリフトとみな

される。すくなくとも片足さえ着いていれば 5 つまでのトリックは行ってもよい。トリッ

クとは、パートナーの助け無しでは行うことができないあらゆるステップやポジションの

ことである。 

 

プロ＆アマ部門： プロ一人とアマチュア一人がペアを組んで踊る部門。プロアマ部門に

おいて、プロはそれぞれのプロアマ部門において最大 5 回まで違うパートナーと踊ること

ができる。アマチュアはそれぞれのプロアマ部門において、最大 5 回まであらかじめ認定

された異なる音楽を使って、異なるパートナーと異なる振付を踊ることができる。それぞ

れのパフォーマンスはそれぞれ別々のエントリーとして支払いが必要である。それぞれの

ペアのパフォーマンスは 1 分半から 2 分の間でアクバティックな振付やリストを入れては



ならない。フォロワー、リーダーを問わず 2 人のダンサーの両足が同時に床から離れた時

や、からだのどこかの部分が互いに触れていた場合はリフトとみなされる。すくなくとも

片足さえ着いていれば 5 つまでのトリックは行ってもよい。トリックとは、パートナーの

助け無しでは行うことができないあらゆるステップやポジションのことである。 

 

ジュニア部門：10～16歳のあらゆる個人が出場する部門。年齢確認証明をする必要がある。

ペアのパフォーマンスは 1分半から 2分まで。ソロパフォーマンスは 1分から 1分半まで。

アクロバティックは許可する。 

 

子供部門：3 歳から 12 歳までのあらゆる個人。年齢確認証明をする必要がある。ペアのパ

フォーマンスは 1 分半から 2 分まで。ソロパフォーマンスは 1 分から 1 分半まで。アクロ

バティックは許可する。 

 

家族部門：家族同士で踊る部門。子供は親、あるいは祖父母と踊ることができる。DJ が選

んだ様々な曲が流される。勝者は観客によって決定され、全てのダンサーは同時にステー

ジ上で踊る。DJや主催者がダンサーの踊る時間を決定する。 

 

制限無し/ペアまたはチーム(身体あるいは精神的に障害があるダンサー)：障害がある特別

なダンサーは部門への出場料金は支払わず、登録料(参加費)のみ支払う。この部門は身体

的あるいは精神的に障害があるダンサーようの部門である。ペアなら一人あるいは共に、

またチームならばメンバーの半数以上が障害者で構成さえていなければならない。ペアの

どちらか一人、あるいはチームメンバの半数は障害者以外のダンサーで構成されているこ

とは許可する。パフォーマンスは 1 分半から 2 分まで。ソロパフォーマンスは 1 分から 1

分半まで。アクロバティックは許可する。トリックや車いす、片足が離れたスライドディ

ップまたは空中演技のようなアエリアルは許可する。これらの種目の判定は審査委員が決

定する。最大 5つまでのリフトとトリックは許可する。 

 

ラウンド：それぞれのラウンドや準決勝、決勝戦はそれぞれ前ラウンドとは関係なく新た

まラウンドとして考えられる。演技の順場はその前のラウンドの得点に基づいて決定され

る。前ラウンドで最も低い得点の競技者が一番始めに演技し、最も高い得点の競技者が一

番最後に演技する。 

 

例、決勝戦への出場権を得た全てのダンサーは、準決勝で得た得点を決勝戦へは持ち込む

ことはできない。全てのダンサーは次のラウンドでは前ラウンドの得点はクリアされた状

態から始まる。決勝戦での最も優れたソロダンサー、ペア、チームが優勝となる。 

 



準決勝と決勝戦の資格を得たものはあらかじめ認定された曲しか使用できない。ダンサー

は準決勝と決勝戦は同じ曲を使うことは可能であるが、コスチュームに関してはそれぞれ

のラウンドで別々のものを着ることを推奨する。 

 

予選ラウンド(QUALIFIER)  

プロ、アマチュア、チーム、子供、ジュニア部門の全てのダンサーは、また予選通過して

いない部門の予選を通過できる。これらの予選通過者は 2015 年の 12 月 15 日(火)、16 日(水)

に出場する。15 日の午前 9 時までに登録を済ませなければならない。少なくとも出場の一

日前までにはマイアミに到着していることを推奨する。これらのダンサーの勝者は次のス

テージは準決勝に出場する。 

この予選通過者ラウンドにおいてのみ、ダンサーはその部門の音楽の規定に沿っている限

り、各々が選んだ音楽を使用することができる。 

 

準決勝：準決勝は 2015 年 12 月 17 日(木)、18 日(金)に開催される。17 日の朝 9 時までに

は登録を完了しなければならない。少なくとも一日前にはマイアミに到着していること。

前年度のその部門での第2位、3位ダンサーは予選なしで準決勝まで進出することができる。

また Official Qualifiers Worldwide の資格を得ている者も同様に予選なしで準決勝まで進

出することができる。あらかじめ公認された曲のみ準決勝では使用することができる。も

し、たとえいかなる部分でも公認されていなかった曲を使用していた場合は、出場権が剥

奪される。それぞれの部門の上位 5 名が決勝戦に進出できる。 

 

決勝戦：決勝戦は 2015 年 12 月 19 日(土)に開催される。前年度のそれぞれの部門の全ての

チャンピョンは直接決勝戦に進出することができる。あらかじめ公認された曲のみ準決勝

では使用することができる。もし、たとえいかなる部分でも公認されていなかった曲を使

用していた場合は、出場権が剥奪される。国ごとの出場者数の制限はない。この規定はそ

れぞれの部門で適用される。この規定は主催者かあるいは審査員によってのみ変更される。 

 

一般規定：ソロ部門のダンサーのパフォーマンスは 1 分以上 1 分半まで。ペアやチームの

パフォーマンスは 1 分半から 2 分まで。全ての部門の準決勝と決勝戦のダンサーはあらか

じめ大会側が承認した曲のリストにある曲に対してのみ各自で振付した曲を踊ることにな

る。準決勝と決勝戦においてたとえいかにわずかな部分であったとしても承認されていな

い曲を使った場合は、出場資格の剥奪になる。 

予選ラウンドのみ、各自で選んだ好きな曲で踊ることができる。 

 

ペアやチーム部門においては、もしパフォーマンス時間が 2 分 5 秒以上かかった場合は減

点を受け、2 分 15 秒以上かかった場合は出場資格が失格となり出場料金は返金されない。



音楽がかかった瞬間からパフォーマンス時間の計測が始まる。 

 

ダンサーの名前やダンススクール、またその他類似するものを紹介するイントロは許可さ

れていない。もしこれを行った場合は減点になる。弦楽器の運弓法で演奏されている音楽

の使用は禁止である。これはダンサーの持ち時間にカウントされる。 

 

全てのダンサーはそれぞれの部門で設定された制限時間内で用意してきた振付を踊ること

になる。全ての部門の全てのダンサーは（部門によるが）、MP3 メモリースティック形式と

CD 形式の両方で、各自であらかじめ録音した 1 分半から 2 分の音源を用意する必要がある 

 

次に挙げるのは重要な項目である。 

 

すべての曲は MP3 メモリースティック形式と CD 形式の両方で用意される必要がある。1

つのメモリースティック、あるいは CD につき 1 つの曲までである。（たとえ同じ曲であっ

てもメモリースティックと CD に一曲ずついれる） 

 

音源は MP3 のメモリースティック形式と CD 形式でのみ受け付け可能である。音源はそれ

以外の形式では認めない。Ipod や ipad は禁止とする。 

 

MP3 と CD の音楽の早さはダンサーの踊るために必要な早さになっていること。膨大な数

の音源がるため、スタッフや DJ は録音された音源以外の速度では曲を流さない。 

 

CD 上には黒のマジックペンで分かりやすく次の事項が記載されていなければならない。 

競技者番号 Competition number、ダンサーあるいはチームの名前、代表として出場する国、

曲の名前、曲のアーティストの名前、可能ならば商標(Label)。これらの情報が記載されて

いない CD は受け取り不可。メモリースティックの内部にも同じ情報を記載すること。 

 

過去の WLDC で踊られた振付と同じ振付は踊ることはできない。予選通過ラウンド

Qualifier round に進んだ競技者はダンスパートナーの変更はできない。 

準決勝の進出した全ての競技者は、その部門とは他の部門にも出場している場合を除いて

2015 年 12 月 17 日午前 9 時までにはスタンバイしていなければならない。もし Qualify で

準決勝に出場する以外で他の部門にも出場している場合は、その部門で Qualify されていな

いダンサーや 1 つ以上の部門に出場する全ての他のダンサーと一緒に 2015 年 12 月 15 日

の午前 9 時の段階で用意できていなければならない 

 

多数のエントリーのためにプログラムの変更の可能性があるので、全ての競技者は



Deauville Beach Resort Hotel に滞在することを奨励する。ホテルの割引が必要な場合はす

ぐに大会の運営へ連絡を入れること。料金は 3 種類ある。税込一晩 170 ドルの 2 ベットル

ームの部屋がもっとも安い部屋であり、各部屋につき 4 人までが一番人気になっている。 

この種類の部屋は限られた数しか用意されていない。次の部屋は少し海の景色が楽しめる

部屋で 195 ドル、その次は海の景色がよく楽しめる部屋で 215 ドルになる。170 ドルの部

屋はすぐに予約でいっぱいになる。 

 

もっと詳しい情報がほしい、または部屋を今すぐ予約したい場合は atevents@gmail.com

まで連絡を。 

 

大会側は競技者に連絡を取れるように、選手はホテルとホテルの部屋番号を大会側に連絡

する必要がある。大会側も選手に最新情報を届けるように最大限に努力するが、最新情報

を得るのはあくまで選手の責任である。 

 

あらゆる更新情報はフェイスブックの WLDC のページに載せられるので、このページをい

いね！しておくこと。 

 

もし更新情報を得ることができずに、競技に遅れたり出場を逃した場合は、残念ながら失

格となり、出演料の返金はできない。実際にこれは去年起きたことなので注意せよ 

 

ミーティングやリハーサルや競技の時間に遅れたものは誰ひとりとして受け入れることは

できない。もしチームの誰か、またはペアのパートナーが遅れた場合や、その場にいない

場合は、審査員が警告だけでなく減点も行われ、時には失格になることもある。 

 

WLDC は Qualifier round や準決勝、決勝戦を含めた大会すべての間において、あらゆる

写真や動画をとる権利を持っている 

 

全ての写真と動画は WLDC&Albert Torres Productions. INC.の所有権にある。全ての競技

者は彼らの写真や伝記、名前といったものが販売目的でテレビやビデオで使われることに

同意している。 

 

上記の全ては WLDC&Albert Torres Productions. INC.の所有権にあり、この大会は映画や

動画や写真に収録される。 

 

これらは WLDC&Albert Torres Productions. INC.のさらなる発展やマーケティングのた

めに、責務なしに使用されることがある。WLDC は、もし必要であれば相談無しにプログ

mailto:atevents@gmail.com
mailto:atevents@gmail.com


ラムやコンペティションの内容を変更する権利を持っている。 

 

WLDC はこのイベントに関する個人の死亡や怪我、所有物の紛失などへの責任はおえない。 

 

全てのダンサーは責務承諾書へのサインをし、もしサインをしなければ出場はできない。

大会を途中で棄権したダンサーや出場資格を剥奪されたダンサーへの返金はない。 

 

ソロ部門において 3 ソロ以下、ペア部門において 3 ペア以下、チーム部門において 3 チー

ム以下だった場合は、WLDC はその部門を中止にする権利を持っている。 

 

どの 2 人のダンサーの両足が床から同時に離れ、身体のどの部分かたお互いに接していた

ときに、リフトとみなされる。 

 

トリック/ 少なくとも片足が常に地面に着いた状態であれば 5 つまでのトリックは許可す

る。トリックはパートナーの助け無しでは成り立つことができないあらゆるステップやポ

ジションのことをいう。 

 

ターン/ 最大で４－８カウントまでは許可する。 

 

審査員と WLDC 委員会が全ての不和や同点などに関しての最終決定権を持っている。 

 

全ての決定が最終決定である。 

 

競技プロ部門 

 

バチャータキャバレーペア 

これはプロのペア部門である。この部門は振付パフォーマンスによって審査され、シャイ

ンステップは許可されている。 

 

パフォーマンスの間は一貫してタイミングが守られていなければならない。さらに、パフ

ォーマンスの 50％はバチャータでなければならない。 

 

リフトやカートホイール、またあらゆる類似しているリフトやトリックは許可されている。 

 

もしパフォーマンスの半分以上がキャバレーだった場合、またもしリフトやトリックが適



切に行われていなかった場合には減点となる。リフトやトリックは 5 つまで許可する。こ

れは審査員の自由裁量である。 

 

バチャータキャバレーデュオカップル部門 

これはプロのペアの部門である。この部門は男性二人、女性二人の 2 組のペアで行う。こ

の部門は振付パフォーマンス部門である。シャインも許可されている。 

 

パフォーマンスの間は一貫してタイミングが守られていなければならない。さらに、パフ

ォーマンスの 50％はバチャータでなければならない。 

 

リフトやカートホイール、またあらゆる類似しているリフトやトリックは許可されている。 

 

もしパフォーマンスの半分以上がキャバレーだった場合、またもしリフトやトリックが適

切に行われていなかった場合には減点となる。リフトやトリックは 5 つまで許可する。こ

れは審査員の自由裁量である。 

 

バチャータキャバレーチーム部門 

これはプロもチームパフォーマンスである。5 人から 20 人までをチームとみなす。この部

門は振付パフォーマンス部門である。 

 

シャインは許可されている。パフォーマンスは半分がバチャータでなければならない。パ

フォーマンスの間は一貫してタイミング、シンクロ具合、フォーメーションや、表現が守

られていなければならない。 

 

さらにパフォーマンスの半分以上が踊りである必要がある。リフトやカートホイールやそ

のほかのあらゆる類似したリフトやトリックは許可されている。もしパフォーマンスの半

分以上がキャバレーであったり、リフトやトリックは適切に行われなかった場合は減点対

象となる。リフトやトリックは 5 つまで許可する。これは審査員の自由裁量である。 

 

バチャータペア(キャバレー禁止)部門 

この部門はプロのペア部門である。この部門は振付部門であり、シャインは許可されてい

る。パフォーマンスの 70％以上がバチャータでなければならない。この部門は振付部門で

あり、シャインも許可されている。 

 

パフォーマンスの間は一貫してタイミングが守られていなければならない。パフォーマン

スの 70％はバチャータを踊っていなければならない。 



リフトやカーホイールやその他の全ての類似したリフトやトリックは許可されていない。 

 

少なくとも片足がいつも床に着いている状態であれば、5 つまでのトリックは許可する。ト

リックとは、パートナーの助けなしでは行うことができないあらゆるステップやポジショ

ンのことである。 

 

バチャータデュオペア部門 

これはプロのペア部門であり、この部門は二人の女性と二人の男性の 2 組のペアからなる

部門である。この部門は振付部門である。シャインも許可されている 

 

パフォーマンスの間は一貫してタイミングが守られていなければならない。さらにパフォ

ーマンスの 70％はバチャータを踊らなければならない。 

リフトやカーホイール、その他のあらゆる類似したリフトやトリックは許可されていない。 

 

少なくともいつも床に片足が着いた状態であれば 5 つまでのトリックが可能である。トリ

ックはとパートナーの助けなしでは行うことができないあやるつステップやポジションの

ことである。 

 

バチャータチーム（キャバレー禁止）部門 

これはプロのバチャータチーム部門であり、5 人から 20 人までをチームとみなす。この部

門は振付部門である。シャインは許可する。パフォーマンスは 70％がバチャータでなけれ

ばならない。パフォーマンスの間は一貫してタイミング、シンクロ具合、フォーメーショ

ンや、表現が守られていなければならない。 

さらに、パフォーマンスの 70％以上は踊っていなければならない。リフトやカーホイール

やそのほかあらゆる類似したリフトやトリックは許可されていない。リフトやトリックは 5

つまで許可されている。これは審査員の自由裁量による。 

 

カシーノルエダ/チーム部門 

5 人から 20 人をチームとみなす。パフォーマンスは 70 パーセントがカシーノルエダとみ

なされなければならない。この部門は振付部門である。パフォーマンスの間は一貫してタ

イミング、シンクロ具合、フォーメーションや、表現が守られていなければならない。パ

フォーマンスの 50％以上が踊りでなければならない。リフトやカートホイールやその他の

類似するリフトやトリックは許可されている。5 つまでのリフトやトリックは許可されてい

る。もしリフトやトリックが適切に行われなければ減点である。これは審査員の自由裁量

である。 

 



チャチャペア（キャバレー禁止）部門 

これはプロのペア部門である。この部門は振付部門である。タイミングやテクニックや振

付、音楽の理解やパートナーワークが重視される。80％がチャチャの振付であることが必

要であり、シャインも許可されている。常に床に片足が着いている状態であれば 5 つまで

トリックは許可する。トリックはパートナーの助けなしでは行うことができないステップ

やポジションのことである。 

 

キゾンバペア 

2 分間ように設定された曲、または 1 つの曲を使って様々な種類のキゾンバを組み合わせパ

フォーマンス部門(slow kizomba, fast kizomba、タラシーニャ kizomba)。パフォーマンス

は最大で 2 分までとする 

 

競技者は 2 分の間で必ずしも必要ではないが、次のことを行ってもよい 

 

a) 30 秒を使って独自の創造性を生み出す(アフリカンリズムが組み込まれたあらかじめ承

認された音楽を使って 

 

この部門のダンサーは次の基準に沿って評価される 

 

テクニック：動きの習得具合と実行達成具合 

 

創造性と独自性：振付の中に新しく異なった動きが入っているか 

 

リズムと解釈：ダンスと行っている間のタイミングの一貫した使い方と、ボディムーブメ

ントのなめらかさ 

 

視覚的表現力：ペアの美学的魅力（髪型、衣装、化粧など） 

 

振付：ダンスの即興性の能力、複雑さ、音楽に対する動きのシンクロ具合。パフォーマン

スの間は一貫してタイミング、シンクロ具合、フォーメーションや、表現が守られていな

ければならない。リフトやカーホリール、その他の類似するリフトやトリックは許可され

ている。リフトやトリックは 5 つまで許可されている。 

 

サルサキャバレーペア 

この部門はプロのペア部門である。この部門は振付部門である。 

 



パフォーマンスは on1, on2 どちらも可能であるが、パフォーマンスの間のタイミングは守

っていなければならない。また、パフォーマンスの 50％以上はサルサダンスでなければな

らない。リフトやカーホイール、そのほか類似したリフトやトリックは許可されている。 

 

もしパフォーマンスの 50％以上がキャバレーであったり、あらゆるリフトやトリックが適

切に行われなかった場合は減点対象となる。リフトは 5 つまで許可されている。これは審

判の自由裁量である。 

 

サルサキャバレーデュオペア部門 

これはプロのペア部門である。この部門は二人の女性と二人の男性の 2 組のペアからなる

部門である。この部門は振付部門であり、シャインも可能である。 

 

パフォーマンスの間はタイミングを一貫して守っていなければならない。またパフォーマ

ンスの 50％以上はサルサダンスでなければならない。リフトはカーホイールや、そのほか

類似するリフトやトリックは許可する。 

もしパフォーマンスの 50％以上がキャバレーであったり、リフトやトリックが適切に行わ

れなかった場合は減点となる。5 つまでのリフトやトリックは許可する。これは審査員の自

由裁量である。 

 

サルサキャバレーチーム 

これはプロのペア部門である。5 人から 20 人のダンサーをチームとみなす。この部門は振

付部門である。 

 

シャインは許可されている。パフォーマンスの 70％以上はサルサでなければならない。パ

フォーマンスは on1, on2 どちらでもよいが、パフォーマンスの間は一貫してタイミング、

シンクロ具合、フォーメーションや、表現が守られていなければならない。 

 

また、50％以上のパフォーマンスはダンスでなければならない。リフトやカーホイールや

その他の類似するリフトやトリックは許可されている。50％以上のパフォーマンスが 

キャバレーであったり、リフトやトリックが適切に行われなかった場合は減点となる。5 つ

までのリフトやトリックは許可する。これは審査員の自由裁量である。 

 

サルサ女性ペア(同姓ペア)部門 

これは女性プロのペア部門である。タイミングやテクニックや振付、音楽の理解、パート

ナーワーク、シャインに重点が置かれて評価される。５つまでのリフトやトリックが許可

されている。 



 

サルサ女性チーム（同姓チーム）部門 

これは女性のプロのチーム部門である。4 人から 20 人をチームとみなす。タイミングやテ

クニックや振付、音楽の理解、パートナーワーク、シャインに重点が置かれて評価される。

５つまでのリフトやトリックが許可されている。 

 

サルサ男性ペア(同姓ペア)部門 

これは男性プロのペア部門である。タイミングやテクニックや振付、音楽の理解、パート

ナーワーク、シャインに重点が置かれて評価される。５つまでのリフトやトリックが許可

されている。 

 

サルサ女性チーム（同姓チーム）部門 

これは男性のプロのチーム部門である。4 人から 20 人をチームとみなす。タイミングやテ

クニックや振付、音楽の理解、パートナーワーク、シャインに重点が置かれて評価される。

５つまでのリフトやトリックが許可されている。 

 

サルサ on1 ペア（キャバレー禁止） 

これはプロのペア部門である。リフトやカーホイール、アエリアル、その他類似するリフ

トは禁止されている。パフォーマンスは 70％以上がサルサでなければならない。 

 

この部門は振付部門である。曲のダウンビート（楽句の第一ビート）に重点が置かれる。

パフォーマンスの間はタイミングが一貫して守られていなければならない。 

 

常に床に片足が着いている状態であれば 5 つまでのトリックは可能である。トリックとは、

パートナーの助け無しで行うことができないステップやポジションのことである。 

 

サルサ on1 デュオペア（キャバレー禁止）部門 

この部門はプロのペア部門である。この部門は二人の女性と二人の男性からなる 2 組のペ

アの部門である。この部門は振付部門である。シャインは許可されている。 

 

パフォーマンスは on1 のタイミングを守っていなければならない。パフォーマンスの 70％

はサルサでなければならない 

 

リフトはカーホイール、そのほかの類似する動きは許可されていない。 

 

少なくとも床に片足が着いている状態であれば 5 つまでトリックは許可する。トリックと



は、パートナーの助け無しで行うことができないステップやポジションのことである。 

 

サルサ on2 ペア(キャバレー禁止)部門 

この部門はプロの on2 部門である、リフトやカーホリール、アエリアル、その他類似する

リフトは許可されていない。パフォーマンスの 70％はサルサでなければならない。 

 

この部門は振付部門である。（楽句の第二ビート）アップビートに重点が置かれる。パフォ

―マンスの間、タイミングは一貫して守られていなければならない。 

 

少なくとも床に片足が着いている状態であれば 5 つまでトリックは許可する。トリックと

は、パートナーの助け無しで行うことができないステップやポジションのことである。 

 

サルサ On2 デュオペア（キャバレー禁止）部門 

この部門はプロのペア部門である。この部門は二人の女性と二人の男性からなる 2 組のペ

アの部門である。この部門は振付部門である。シャインは許可されている。 

 

パフォーマンスは on2 のタイミングを守っていなければならない。パフォーマンスの 70％

はサルサでなければならない 

 

リフトはカーホイール、そのほかの類似する動きは許可されていない。 

 

少なくとも床に片足が着いている状態であれば 5 つまでトリックは許可する。トリックと

は、パートナーの助け無しで行うことができないステップやポジションのことである。 

 

サルサチーム（キャバレー禁止）部門 

この部門はサルサチームの部門である。5 人から 20 人をチームとみなす。この部門は振付

部門である。 

 

シャインは許可されている。パフォーマンスの 70％以上はサルサでなければならない。パ

フォーマンスは on1, on2 どちらでもよいが、パフォーマンスの間は一貫してタイミング、

シンクロ具合、フォーメーションや、表現が守られていなければならない。 

 

リフトやカーホイール、アエリアルは許可されている。これは審査員の自由裁量である。 

 

少なくとも床に片足が着いている状態であれば 5 つまでトリックは許可する。トリックと

は、パートナーの助け無しで行うことができないステップやポジションのことである。 



 

女性ソロ部門 

これは女性プロのソロ部門である。タイミングやテクニック、振付、音楽理解に重点が置

かれる。トリックやカーホイールやアエリアルは許可されている。これは審査員の自由裁

量である。トリックは 5 つまで許可する。 

 

女性ソロ 50 歳以上部門 

これは女性プロのソロ部門である。タイミングやテクニック、振付、音楽理解に重点が置

かれる。競技者は競技の日までに 50 歳の誕生日を迎えていなければならない。トリックは

カーホイール、アエリアルは許可されている。これは審査員の自由裁量である。トリック

は 5 つまで許可する。 

 

男性ソロ部門 

これは男性プロのソロ部門である。タイミングやテクニック、振付、音楽理解に重点が置

かれる。トリックやカーホイールやアエリアルは許可されている。これは審査員の自由裁

量である。トリックは 5 つまで許可する。 

 

男性ソロ 50 歳以上部門 

これは男性プロのソロ部門である。タイミングやテクニック、振付、音楽理解に重点が置

かれる。競技者は競技の日までに 50 歳の誕生日を迎えていなければならない。トリックは

カーホイール、アエリアルは許可されている。これは審査員の自由裁量である。トリック

は 5 つまで許可する。 

 

タンゴペアの規定は今後すぐ発表予定 

 

ズークペア 

準決勝と決勝戦ではあらかじめ用意された曲にそって全ての振付を踊らなければならない。

パフォーマンスの 70％はズークでなければならない。リフトやトリックが適切に行われな

かった場合は審査員の自由裁量において減点される。50％までのアクロバティックな演技

は許可する。 

タイミングとリズム、ミュージカリティーとビートへの一貫性、ダンス能力と音楽への理

解、ダンススタイル、踊りをいかに制御して実行しているか、見た目やステージでの存在

感、コネクション、衣装、自信を持った表現かどうかを評価する。 

ブラジリアンズークのタイミングは“クイック、クイック、スロー”で定義され、8 カウン



トの中で“スロー”ステップは奇数カウント上になれければならない。ブラジリアンズー

クでは 8 カウントのどの奇数カウントでもスローカウントを踏んでもよい。 

男性と女性は踊りの中の全ての 8 カウントの中で、すくなくとも 25％はズークを踊ってい

なければならない。もしそれを守れなければタイミングの項目での減点となる。競技者は

競技の中で最低 50％はベーシックのタイミングを披露しなければならない。これはターン

パターンや、個々の動きの中で表現されていればよい。もしこれを失敗すれば減点となる。

ペアの場合はそれぞれ個々の音楽のタイミングに合わせて創造的は演技を行う能力をパフ

ォ―マンスする。この方法には、フットワークやトリックなどいろいろは方法がある。審

査員は選んだ音楽の理解度のレベルや、別のニュアンスやブレイク、アクセントといった

ダンサーと音楽のシンクロのレベルを評価する。 

 

バランスや一やラインが重要視される。パートナーはダンススタイルとして確立されてい

る十分なラテンズークの動きやアイソレーションをしなければいけない。動きがよく練習

されていなければならない。これらは良いダンステクニックの基準となる。 

 

パートナーはよくコネクションがあり、手をつないでいる間にただ単に振付を進行させて

いるわけではない。横に一列に並んだや個々の動きの中のシンクロ具合は振付の得点をき

める材料となる 

 

アマチュア部門（キャバレー禁止部門） 

バチャータアマチュアペア部門 

これはアマチュアのペア部門である。この部門は振付部門である。シャインは許可されて

いる。パフォーマンスは 70％がバチャータでなければならない。パフォーマンスの間は一

貫してタイミングが守られていなければならない。リフトやカーホイール、そのほか類似

する動きは許可されていない。これは審査員の自由裁量による。 

 

少なくとも常に床に片足が着いている状態であれば 5 つまでリフトは許可する。トリック

とはパートナーの助けなしでは行うことができないあらゆるステップやポジションのこと

である。 

 

バチャータアマチュアチーム部門 

これはアマチュアチーム部門である。5 人から 20 人をチームとみなす。この部門は振付部

門である。シャインは許可されている。パフォーマンスは 70％がバチャータでなければな

らない。パフォーマンスの間はタイミングやシンクロ度合い、フォーメーション、表現が

一貫して守られていなければならない。リフトやカーホイール、そのほか類似する動きは



許可されていない。これは審査員の自由裁量による。 

 

少なくとも常に床に片足が着いている状態であれば 5 つまでリフトは許可する。トリック

とはパートナーの助けなしでは行うことができないあらゆるステップやポジションのこと

である。 

 

サルサアマチュアチーム部門 

これはサルサアマチュアチーム部門である。5 人から 20 人をチームとみなす。この部門は

振付部門である。シャインは許可されている。パフォーマンスの 70％はサルサでなければ

ならない。パフォーマンスは on1 でも on2 でもどちらでもよいが、それぞれのタイミング

やシンクロ度合い、フォーメーションや表現はパフォーマンスの間は一貫して守られてい

なければならない。これは審査員の自由裁量による。 

 

少なくとも常に床に片足が着いている状態であれば 5 つまでリフトは許可する。トリック

とはパートナーの助けなしでは行うことができないあらゆるステップやポジションのこと

である。 

 

サルサ on1 アマチュアペア 

これはアマチュアのペア部門である。この部門は振付部門である。パフォーマンスは on１

でなければならず、パフォーマンスの間は一貫してタイミングが守れられていなければな

らない。リフトやカーホイール、アエリアルは禁止されている。これは審査員の自由裁量

による。 

 

少なくとも常に床に片足が着いている状態であれば 5 つまでリフトは許可する。トリック

とはパートナーの助けなしでは行うことができないあらゆるステップやポジションのこと

である。 

 

サルサ on2 アマチュアペア 

これはアマチュアのペア部門である。この部門は振付部門である。パフォーマンスは on2

でなければならず、パフォーマンスの間は一貫してタイミングが守れられていなければな

らない。リフトやカーホイール、アエリアルは禁止されている。これは審査員の自由裁量

による。 

 

少なくとも常に床に片足が着いている状態であれば 5 つまでリフトは許可する。トリック

とはパートナーの助けなしでは行うことができないあらゆるステップやポジションのこと

である。 



 

サルサペアオーバー75 部門 

ともに 75 歳以下のペアの年齢の合計が 75 歳以上である場合は、ともにアマチュアダンサ

ーでなければならない。もし、どちらかのダンサーが 75 歳以上である場合は、ペアのどち

らかがプロであってもかまわない。ペアがともに 75 歳以上であったとしても、ペアがとも

にプロであることは許可されない。 

 

少なくとも常に床に片足が着いている状態であれば 5 つまでリフトは許可する。トリック

とはパートナーの助けなしでは行うことができないあらゆるステップやポジションのこと

である。 

 

ソロアマチュア女性部門 

これはソロ女性ダンス部門である。タイミングやテクニック、振付、音楽の理解と表現に

重点が置かれて評価される。トリックやカーホイールやアエリアルは許可されている。こ

れは審査員の自由裁量による。トリックは 5 つまで許可する。 

 

ソロアマチュア男性部門 

これはソロ男性ダンス部門である。タイミングやテクニック、振付、音楽の理解と表現に

重点が置かれて評価される。トリックやカーホイールやアエリアルは許可されている。こ

れは審査員の自由裁量による。トリックは 5 つまで許可する。 

 

プロ・アマチュア（キャバレー禁止）部門 

プロ・アマチュア部門はアマチュアの生徒パートナーがプロとペアを組み踊る部門である。

この部門ではアマチュアダンサーのみ評価される。競技者は少なくとも 15 歳以上でなけれ

ばならない。プロのダンサーは部門ごとに 5 人までの異なるアマチュアダンサーと踊るこ

とが可能であるが、しかしながら、それぞれのパートナーはそれぞれあらかじめ用意され

た異なる音楽で異なる振付で踊らなければならない。それぞれのアマチュアダンサーは最

大 5 回までそれぞれの部門で異なるプロと踊ることができるが、その 5 つは振付も音楽も

異なるものをそれぞれ使用しなれければならない。それぞれ別々の部門におけるダンス内

容はプロ・アマチュアサルサ、プロ・アマチュアバチャータ、プロ・アマチュアチャチャ、

プロ・アマチュアタンゴである。リフトは禁止されている。 

 

少なくとも常に床に片足が着いている状態であれば 5 つまでリフトは許可する。トリック

とはパートナーの助けなしでは行うことができないあらゆるステップやポジションのこと

である。 

 



バチャータプロ・アマチュア部門 

この部門はプロ・アマチュアペア部門である。プロ一人につき一人のアマチュアダンサー

としかペアが組めない。この部門は振付部門であり、シャインは許可されている。 

 

パフォーマンスは 70％がバチャータでなければならない。パフォーマンスの間は一貫して

タイミングが守られていなければならない。リフトやカーホイールは禁止されている。こ

れは審査員の自由裁量による。 

 

少なくとも常に床に片足が着いている状態であれば 5 つまでリフトは許可する。トリック

とはパートナーの助けなしでは行うことができないあらゆるステップやポジションのこと

である。 

 

それぞれのペアが 1 分半から 2 分でパフォーマンスをしなければならない。アクロバティ

ックやリフトは禁止されている。リフトとは、同時に地面から両足が離れ、かつ身体の一

部が互いに接しているペアの動きのことである。少なくとも常に床に片足が着いている状

態であれば 5 つまでリフトは許可する。トリックとはパートナーの助けなしでは行うこと

ができないあらゆるステップやポジションのことである。 

 

チャチャプロ・アマチュア部門 

これはプロ・アマチュアのペア部門である。一人のプロは一人のアマチュアダンサーとし

かペアを組みことはできない。この部門は振付部門である。シャインは許可されている。 

 

パフォーマンスは 70％がチャチャでなれればならない。パフォーマンスは一貫してタイミ

ングが守られていなければならない。リフトやカーホイールは許可されていない。これは

審査員の自由裁量による。 

 

少なくとも常に床に片足が着いている状態であれば 5 つまでリフトは許可する。トリック

とはパートナーの助けなしでは行うことができないあらゆるステップやポジションのこと

である。 

 

それぞれのペアが 1 分半から 2 分でパフォーマンスをしなければならない。アクロバティ

ックやリフトは禁止されている。リフトとは、同時に地面から両足が離れ、かつ身体の一

部が互いに接しているペアの動きのことである。少なくとも常に床に片足が着いている状

態であれば 5 つまでリフトは許可する。トリックとはパートナーの助けなしでは行うこと

ができないあらゆるステップやポジションのことである。 

 



サルサ on1 プロ・アマチュア部門 

これはプロ・アマチュアのペア部門である。一人のプロは一人のアマチュアダンサーとし

かペアを組みことはできない。この部門は振付部門である。シャインは許可されている。 

 

パフォーマンスは 70％がサルサでなれればならない。パフォーマンスは一貫して on1 のタ

イミングが守られていなければならない。リフトやカーホイールは許可されていない。こ

れは審査員の自由裁量による。 

 

少なくとも常に床に片足が着いている状態であれば 5 つまでリフトは許可する。トリック

とはパートナーの助けなしでは行うことができないあらゆるステップやポジションのこと

である。 

 

それぞれのペアが 1 分半から 2 分でパフォーマンスをしなければならない。アクロバティ

ックやリフトは禁止されている。リフトとは、同時に地面から両足が離れ、かつ身体の一

部が互いに接しているペアの動きのことである。少なくとも常に床に片足が着いている状

態であれば 5 つまでリフトは許可する。トリックとはパートナーの助けなしでは行うこと

ができないあらゆるステップやポジションのことである。 

 

サルサ on2 プロ・アマチュア部門 

これはプロ・アマチュアのペア部門である。一人のプロは一人のアマチュアダンサーとし

かペアを組みことはできない。この部門は振付部門である。シャインは許可されている。 

 

パフォーマンスは 70％がサルサでなれればならない。パフォーマンスは一貫して on2 のタ

イミングが守られていなければならない。リフトやカーホイールは許可されていない。こ

れは審査員の自由裁量による。 

 

少なくとも常に床に片足が着いている状態であれば 5 つまでリフトは許可する。トリック

とはパートナーの助けなしでは行うことができないあらゆるステップやポジションのこと

である。 

 

それぞれのペアが 1 分半から 2 分でパフォーマンスをしなければならない。アクロバティ

ックやリフトは禁止されている。リフトとは、同時に地面から両足が離れ、かつ身体の一

部が互いに接しているペアの動きのことである。少なくとも常に床に片足が着いている状

態であれば 5 つまでリフトは許可する。トリックとはパートナーの助けなしでは行うこと

ができないあらゆるステップやポジションのことである。 

 



タンゴプロ・アマチュア部門規定はもうすぐ 

 

子供＆ジュニア部門 

 

サルサ子供ペア（3 歳～12 歳）部門 

3 歳～12 歳までのペア部門。この部門は振付部門である。パフォーマンスは on1,on2 どち

らでもよいが、パフォーマンスの間は一貫してタイミングが守られていなければならない。

リフトやトリック、カーホイールやアエリアルは許可されている。これは審査員の自由裁

量による。5 つまでのリフトやトリックは許可されている。 

 

サルサ子供ソロ男性（3-12 歳）部門 

3-12 歳のソロダンサー部門である。タイミング、テクニック、振付、音楽の理解、表現な

どに重点が置かれる。トリックやカーホイール、アエリアルは許可されている。これは審

査員の自由裁量による。トリックは 5 つまで許可されている。 

 

サルサ子供ソロ女性（3-12 歳）部門 

3-12 歳のソロダンサー部門である。タイミング、テクニック、振付、音楽の理解、表現な

どに重点が置かれる。トリックやカーホイール、アエリアルは許可されている。これは審

査員の自由裁量による。トリックは 5 つまで許可されている。 

 

サルサジュニアペア（10 歳～16 歳）部門 

10 歳～16 歳までのペア部門。この部門は振付部門である。パフォーマンスは on1,on2 どち

らでもよいが、パフォーマンスの間は一貫してタイミングが守られていなければならない。

リフトやトリック、カーホイールやアエリアルは許可されている。これは審査員の自由裁

量による。5 つまでのリフトやトリックは許可されている。 

 

サルサ子供ソロ男性（10-16 歳）部門 

10-16 歳のソロダンサー部門である。タイミング、テクニック、振付、音楽の理解、表現な

どに重点が置かれる。トリックやカーホイール、アエリアルは許可されている。これは審

査員の自由裁量による。トリックは 5 つまで許可されている。 

 

サルサ子供ソロ女性（10-16 歳）部門 

10-16 歳のソロダンサー部門である。タイミング、テクニック、振付、音楽の理解、表現な



どに重点が置かれる。トリックやカーホイール、アエリアルは許可されている。これは審

査員の自由裁量による。トリックは 5 つまで許可されている。 

 

サルサ子供・ジュニアチーム（3～16 歳）部門 

6 人～20 人の 3～16 歳までをチームをみなす。この部門は振付部門である。 

 

パフォーマンスは on1. On2 どちらでもよいが、パフォーマンスの間はタイミング、シンク

ロ、フォーメーション、表現が一貫して守られていなければならない。リフトやトリック、

カーホイール、アエリアルは許可されている。これは審査員の自由裁量による。5 つまでリ

フトやトリックは許可されている。 

 

 

特別ダンス部門 

 

ファミリー部門（フリースタイル） 

この部門は家族で踊る部門である。子供は両親あるいは祖父母と踊ることができる。DJ に

よって選ばれた様々な音楽がかけられる。勝者は観客から選ばれる。全ての競技者は同時

に踊る。DJ や主催者がどれくらい長く競技をするかを決定する。 

 

無制限/ペア＆チーム（精神的・身体的障害ダンサー）部門 

障害などの特別な状態のダンサーは部門の出場料は支払わず、メンバー料金のみ支払う。

この部門は精神的・身体的に障害があるダンサー用の部門である。ペアの片方、あるいは

ペア共に、またチームの半数以上が身体・精神的に障害がある人でなければならない。ペ

アの片方、またはチームの半数は障害者でなくてもよい。それぞれのペア、あるいは地無

は 1 分半から 2 分でパフォーマンスする。アクロバティックは許可されている。トリック

はカーホイール、アエリアルも許可されている。これは審査員の自由裁量による。 

 

 

  



基本事項 

 すべての競技者はエントリーフォームのデータ更新や、残高の管理、競技番号の受け取

り、またはホテル情報を伝えるために登録する Registration に登録、確認する必要がある。 

 

全ての競技者は例外なしに、イベントのフルパスの購入と 80 ドルでのメンバーシップの購

入をして、責任承諾書にサインしなければならない。歴代の優勝者も同様である。 

 

それぞれの部門の前年度のチャンピョンは決勝戦からの出場となる。しかし、登録料と部

門の出演料は支払わなければならない。 

 

前年度の 2 位と 3 位の競技者は準決勝からの出場となる。しかし、登録料と部門の出演料

は支払わなければならない。 

 

全ての競技者はソロとして、ペアとして、チームとして、それぞれの部門ごとに決められ

たコストの支払いをしなければならない。 

 

全ての競技者は、出場資格があり適切な料金を支払えば、1 つ以上の部門へ登録・出場可能

である。 

 

主催者や審査員の自由裁量によって、予定された会議やリハーサルに遅れた者は、いかな

る理由であったとしても、警告や出場資格の剥奪につながる。 

 

パフォーマンス用の曲の一部として、曲の冒頭部分にチームや競技者の名前といったもの

が録音されている CD や MP3 は許可されない 

 

ソロパフォーマーを除いていかなるパフォーマンスも 2 分を超えてはならない。また、ソ

ロパフォーマンスは一分半を超えてはならない。 

 

前年度しようされた振付を使用することはできない。 

 

プロ・アマ部門、制限なし部門、家族部門、オーバー75 部門以外においては、いかなるア

マチュアであっても、アマチュア以外が所属するチームでパフォーマンスすることはでき

ない。 

 

WLDC はいかなる部門であっても中止にする権限を持つ。 



 

エントリー数が 10 以下の部門において、賞金は出ない。 

 

WLDC はこのイベントに出場しているダンサーはその他いかなる人物によって引き起こさ

れた怪我や負傷については責任を持たない。 

 

WLDC はいかなる個人の所有物の損失や盗難に対しての責任は持たない。 

 

 

審査員のジャッジ項目 

タイミングとリズム：ビートに対する On1, on2、ミュージカリティと一貫性－厳格な

テンポ 

 

パートナーワーク：リード＆フォロー；パートナーと団結力やシンクロ度合い 

 

ダンス能力や音楽の理解：ダンスや振付のスタイルや、コントロール、実行力 

 

見た目・ステージでの存在感：コネクション、コスチューム、自信と表現 

 

審査員：審査員はそれぞれのカテゴリーの全ての審査基準をチェックする。（カテゴリ

ーとは上記の“審査員のジャッジ項目”のことである。）公平は審判をするために、も

しある審判の審査得点結果がそのほかの審判とのそれと大きな差があった場合には、そ

の審判はその判断理由を他の審判に説明することを求められる。これはある競技者へ対

する偏見をなくすために行う。審判長は常に公平性が保たれていることを保証する。審

査員はサルサダンスの多様性に理解を示している。それゆえ、いかなるサルサダンスの

スタイルであったとしても許可される、例えば、キューバンサルサ、ニューヨークスタ

イルサルサ、on1 サルサ、on2 サルサなど。審判長と WLDC 委員会は全ての自由裁量

は同点結果などへの最終決定権を持ち、その全ての決定が最終決定である。 

 

審査基準 

 

タイミング：この競技の全てのサルサ部門のタイミングは次のように定義される 

クイック、クイック、スロー”は 、 それぞれの小節や音楽の“１，２，３カウントで指



定される。ダンサーはブレイクをとるタイミングを 1、あるいは 2 で選ぶことができる。タ

イミングの得点は、”演技の間は適切なリズムが維持されているか“、”シンコペーション

が着実であり、ダンスにおいて許容される適切なタイミングかどうか“。WLDC の主催者

は、”もし ON1 で踊っているならカウント 5 でブレイクバックをとる、また ON2 で踊って

いるならカウント 6 でブレイクバックをとる“ことを行うことに関して減点はしない。も

し、タイミングが自身が選択した部門のタイミングに合っていかなった場合は、あなたの

総合得点から減点される。もしダンサーが上記で記載してタイミング以外でブレイクバッ

クをしていた場合は減点対象となる。男性と女性は、8 カウントの中においてただ単に 1 か

5、あるいは 2 か 6 だけのカウントをマークしているだけでは不十分であり、8 カウントの

中において少なくとも 25％はサルサのタイミングを維持していなければならない。もしこ

れが守れていない場合は、ダンサーが何度このタイミングを守れていないかに基づいて、

タイミングの項目において減点となる。この競技会用に承認されたサルサのタイミングは

123 と 567 である。競技者は 1 か 2 のどちらでブレイクをとるかを決定することができる

が、競技の間はずっとこのタイミングを一貫して守らなければならない。ブレイクのステ

ップは前か後ろの方向でなければならなず、同様に一貫性も守られていなければならない

（1 と 5、あるいは 2 と 6 において）。全ての部門の競技者は 70％がサルサである競技をし

なければならない。キャバレー部門のペアダンサーは少なくとも競技の 50％はサルサの基

本タイミングを守らなければならない。これはターンパターンやシャインやその他の動き

にも反映されておらねばならず、もし競技中にサルサの基本タイミングから外れた場合に

は減点となる。 

 

注意：もし競技者が違うタイミングで踊った場合は、返金なしで出場資格の剥奪となる。 

 

ミュージカリティ―：ペアはそれぞれの音楽のタイミングに合わせた創造的な演技の能力

をデモンストレーションしなければならない。これはパターンやフットワークはヒットや

トリックなどを含めて、様々な方法で表現することができる。審査員は選ばれた音楽の理

解、異なるニュアンス、ダンサーと音楽の全体的なシンクロ具合におけるアクセントやブ

レイクの完成度を評価する。ペアが選んだ音楽のブレイクやニュアンスをいかに効果的に

使用しているか。ダンサーはリズム的に音楽とシンクロしていたかどうか？ 

 

テクニック：バランスや配置、ラインによってテクニックは反映される。パートナーは指

定されたダンススタイルの十分なラテンサルサの動き、アイソレーション、を反映させる

必要がある。動きは十分に練習されたものでなければならない。こららが、よいダンステ

クニックである。 

 

難易度：ターンやパターン、シャインの難解さ、トリック・ディップ・ドロップ・フレア



のレベルとは何だろうか？ダブルターンとシングルターンの量だろうか？両ペアともにの

ダンススキルか、それともペア片方のダンススキルだろうか？例外的なバランスや柔軟性

を必要とする動きだろうか？全ての動きが上手く行われなければならないのだろうか？ 

例：キャバレー部門において、リフトの難易度とは何だろうか？そのリフトは適切に行わ

れたのだろうか？ジャンプやキックはどうだろうか？こららの評価を得るためには、動き

は全てうまく行われなければならない。 

 

パートナーワーク・コネクション：これはダンスのリード＆フォローに反映される。ほん

とうにコネクションしているか、それとも振付の間に単なる手をつないでいるだけか？横

に一列に並んだ時やシャインの時のシンクロ具合は、このカテゴリーの得点を決める時の

基準になる 

 

振付・独自性：振付とはペアや地無の音楽の理解も含む。演技の動きは、1 つの動きから次

の動きまでが滑らかに動いているか。よい振付は、機転に富んだターンパターンやシャイ

ンがはいっている。On1 や on2 チーム部門では、要求はされていないが、2 個や 3 個のト

リックも得点に加算される。キャバレー部門ではダンサーは独創的なリフトやトリックを

すべきであり、技と技の移行はスムーズでなければならない。全ての振付は音楽的であり、

ダンサーはスペースのうまい使い方も披露すべきである。独自性もここでは審査要素であ

る。どのくらいうまくパフォーマンスにこちらの動きをとりこんできるか、振付は 1 つの

動きから次の動きまでが簡単そうに流れていたか、ルーティーンの中に何か機転に富んだ

動きや新しい動きはあったかどうか？音楽性はどうであったか 

 

理想的には振付は次の要素を含んでいる：ターンパターン（難易度と独創性のレベルが審

査される）、シャイン、フットワーク、フロアクラフト（ステージのスペースを有効に使用

しているかどうか）、トリックやそれぞれの部門に適したトリックコンビネーション、振付

は独自性があること 

 

見た目 / アーティスト性 / 衣装とダンスエチケット 

チームやペアがいかにプロフェッショナルで洗練されたように見えたか？ダンサーがどれ

ほど観客の意識し、観客の注目を得ていたか？競技者は競技の間に、対戦相手となる競技

者が踊っている間に彼らの妨げとなるような行動を慎むことでエチケットを示していたか

どうか。もしこれらをできていなければ、減点をうける。衣装やその場にマッチした服装

が要求される。すべての衣装は、全てのデリケートゾーンが透明でない素材で覆われてい

るよい嗜好の服装でなければならない。ジーンズはコスチュームとして使用されることは

強く奨励しない、また、女性はナイロンや網目のスカートやドレスを強く奨励する。さら

に、男性は袖のない服を着ることを避けるべきだ。もし、これらを守っていれば減点はな



い。審査員が個人的な好みによる判断でコスチューム項目を採点することに注意せよ。 

 

シンクロナイゼイション：（チーム部門のみ）チームはシンクロすべき部分の踊りはシンク

ロしていなければならない。横に一列に並んだ時の動きやシャインやコンビネーションや

ライン、手や足や体の動きがどれくらいシンクロしていたか？ 

違反：もしチームのシンクロ具合が失われていたら、そのたびに得点が減点される。どれ

くらいチームがまとまって演技していたか、リードとフォローの関係は構築されていたか

どうか。横に一列に並んだ時の動きやシャインがどれくらいシンクロしていたかどうか。 

 

出場資格失効の違反：On1&On2 カテゴリーにおいて、同時に両足が地面から浮くことがな

い動きがよい。肩より上で行う動きがないほうがよい。どちらかのダンサーの両足が地面

から同時に離れた場合は減点される。もし、どちらかのダンサーの体のどの部分であった

としてもパートナーの肩より上で動きが行われた場合は、そのペアは返金無しで失格とな

る。競技者は、決勝戦で承認されてない音楽で演技した場合は失格となる。もし必要があ

れば、ペアのどちらの競技者もＩＤを用意する必要がある。 

 

規則＆審査基準：すべての情報は Registration desk やホテルの Info desk で知ることがで

きる。すべてのラウンドが競技者にとって公平に始まらなければならない。演技の順番は

それぞれのラウンド前のクジによってきます。すべての競技者は時間が許されていればリ

ハーサルする時間はある。許可なしでリハーサルはできない。すべての決定が最終決定で

あり、審査員によって決定される。しかし、もしあまりに多くの批判がその決定に対して

受けた場合は、審査員が他の審査員も含めて協議したのちで主催者が決定を変える権利は

持っている。イベントの主催者は最終決定の前にはそれを知らされていなければならない。

競技の後、その部門の決勝戦が終わった後でのみ、審査員はその判定についての意見を競

技者と交わすことができる。審査員は常に中立でプロフェッショナルでなければならない。

競技者はそれぞれのラウンドの終わりで自分の獲得得点を見ることができるが、土曜日の

競技が終わりすべての競技者の演技が終わるまでは審査員と話すことができない。競技者

は決してどの審査員や組織のメンバーに対して、自身の意見を言うことや、プロにふさわ

しくない行動をとることは許されない。もしこれが起きた場合は、今後のすべての全世界

の ATP や WLDC の出場資格を失う。すべての得点はインターネット公開され、決勝戦の

一か月以内ならば、審査員のスコアカードのコピーを要求することはできる。すべてのパ

ーティーはお互いの意見を尊重しなければならない。 

 

Ａ：ペア部門のパートナーシップは特別に指定された同性部門でない限りは、一人の男性

と一人の女性でなければならない。ペア部門はのちに彼ら自身のショーパフォーマンスが

あるが、チーム部門はただショーをするだけである。 



Ｂ：ショーケースや振付は、曲の始めからエコーや名前を呼ばれる部分を含めて 2 分以内

でなければならない。ソロ部門のみ一分半以内でなければならない。MP3 や CD の一部と

して自身のカンパニーやチームの名前を録音することは禁止である。審査員は自身の自由

裁量によってこの項目の減点を行うことができる。 

Ｃ：:準決勝と決勝のショーケースの音楽に関してのみ、あらかじめＷＬＤＣによって用意

された曲のリストの中から曲を選ばなければならない。もし、あらかじめ選ばれた曲のリ

スト以外の曲を使用した場合は失格となる。すべての部門は Non-Qualifired round に関し

てはすべての部門で承認された音楽も承認されていない音楽も共に使用可能である。 

Ｄ：すべてのサルサ部門の音楽は 70％がサルサでなければならず、バチャータ、チャチャ、

キゾンバ、そしてズークに関しても同じである。一つの振付につき、3 つ以上の異なる曲を

使うことはできない。振付の 30％はサルサ以外の音楽を使用するこが可能である、これら

はあらかじめ承認された曲のリストの中からでも使用することができる。 

 

重要事項 

Ｅ：小道具の使用は不可である。帽子やジャケットのようなコスチュームは使用かのであ

るが、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ある。

この規定に従えなかった場合は審査員によって最終得点から減点される。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、審査員によって減点される対象となりうる。

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されている。 

Ｆ：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。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ない。On1&On2 のショーケース部門やチーム部

門はアクロバティックをすることはできない。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らない。これらの部門で、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る。振付の中で最大五つまでのト

リック/ディップ、フレアが許可されている。ペアやチームにおいて肩より上に上がるいか

なるリフトは失格となる。すべての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ない。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

サでなければならない。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

とは許可されているが、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

ョンを行うことができない。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らない。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る。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ならない。 

 

トリック、リフト、ディップサンド、ドロップ 

 

リフトの定義 

両足が地面から離れ、体重を自分で支えていない 

 

ドロップの定義 

頭がパートナの腰の位置より低い位置にあり、体重を自分で支えていない 

 

アエリアルの定義 

ペアのうち、一人のダンサーの両足がもう一人のパートナーによって地面から離れ、パー

トナーとのコンタクトが維持されない動き 

 

リフト 

カーホイールやその他のいかなる類似したリフトやトリックは許可されている。リフトは

地面から離れて運ばれている動きでパートナーの助けなしでは行うことができない動き。

足が地面から 2 フィート離れているか、10 フィート離れているかによってリフトかトリッ

クかが決まる。トリックやトリックコンビネーションはサルサの音楽やルーティーンやサ

ルサのタイミングを守っていることが求められる。 

 

トリック 

補助付きのあらゆる動き、パートナーからの助けなしではバランスを取ることは行うこと

ができない動きがトリックとみなされる 

 

トリックコンビネーション 

複数のポジション（キャバレー禁止部門）はトリックコンビネーションにおいては許可さ

れているが、合計 3 つ以上のポジションを行うことはできない。またコンビネーションの

間は止まることはできない。止まることなしで、一つのポジションから次のポジションに

流れるように動く一貫性が必要である。もし動きが止まった場合は、それぞれのポジショ

ンが別々のトリックだとみなされ、それは 5 つのトリックの使用制限に加えられる。いか

なるトリックもトリックコンビネーションも２エイトカウント以内で行われなければなら

ない。片足は必ず床に着いていなければならない。 

 

ターン：すべての部門において、最大８小節/３２ビート/４エイトカウントまではターンを



継続して行うことは可能である。これ以上行う場合は最終スコアからのペナルティになる。

すべてのターンのプレパレーションやチェックは基本タイミングを守っていなければなら

ない。というのは、on1 スタイルでは、プレパレーションはカウント 1，2 または 5，6 で

なければならない。On2 スタイルにおいては、プレパレーションはカウント 2，3 または 6，

7 でなければならない。ターンが終わる、あるいはさらなる次の動きのプレパレーションは

on1 スタイルではカウント 8 または４、on2 スタイルではカウント 1、5 でなければならな

い。 

 

ターンの継続：一か所での連続ターンや、タッチ＆ゴースタイルのターン、またはポット

ステア―、コークスクリューといった連続ターンやターンの継続は、４エイトカウント以

上行うことはできない、また振付の中で２回行ってはならない。もし行った場合は減点と

なる。 

 

ストップ / フリーズ 

ストップは身体部分の停止ではなく、脚の動きの完全停止 

 

フリーズとは 

脚の完全停止に加え、身体の動きも停止しているもの。ダンサーはストップやフリーズを

１エイトカウント以上行うことができない。ストップやフリーズは振付で２回まで使用可

能である。２回以上行った場合には減点となる。もし１エイトカウント以内のストップや

フリーズを行ったとしても、回数は一回のストップやフリーズだとカウントされる。これ

に関して減点されることはないが、もし審査員が振付の中でストップやフリーズが多すぎ

たと判断した場合には振付の得点で通常より低い得点がつくかもしれない。ダンサーは１

エイトカウント以上のストップやフリーズを行うことができない。ストップやフリーズは

一つの振付で２回までである。 

 

これらの規定は ALBERT TORRESORLD LARIN DANCE CUP INC に属している。もし

この情報を ALBERT TORRESORLD LARIN DANCE CUP INC 以外の間で共有した場合

には、機密事項法令の間接的は法令違反とみなす。違反した場合には今後一切の ALBERT 

TORRESORLD LARIN DANCE CUP INC への職員となることやスポンサーとなること、

競技者となること、ボランティアとなることなどが不可能となる。 

 

ご協力宜しくお願い申し上げます。 

ALBERT TORRESORLD LARIN DANCE CUPINC スタッフ一同 


