ＮＢＡ

地域別バレエコンクール
今年から部門が変わり、より入賞しやすくなりました！

�月��日㊋
NBA仙台バレエコンクール
�月�日㊐
NBA鹿児島バレエコンクール
�月�日㊌-�日㊍
NBA東京バレエコンクール
�月�日㊐
NBA京都バレエコンクール
�月��日㊏
NBA札幌バレエコンクール
�月��日㊐
NBA福岡バレエコンクール
�月�日㊋
NBA広島バレエコンクール
�月�日㊍
NBA横浜バレエコンクール
�月��日㊐
NBA大阪バレエコンクール
�月��日㊌
NBA所沢バレエコンクール
�月��日㊏-��日㊐
NBA名古屋バレエコンクール
〈お問合せ〉ＮＢＡバレエ団コンクール事務局 TEL:04-2937-4921（月～金／9:00～17:00）
〒359–1102 埼玉県所沢市岩岡町281-11 https://www.nbaballet.org Mail:con@nbaballet.org
〈主催〉ＮＢＡバレエ団

����年度ＮＢＡ地域別バレエコンクール応募要項
開催コンクール

会場

開催日

第9回仙台バレエコンクール

日立システムズホール仙台

3月29日㊋

12月1日㊌ 2月22日㊋

第8回鹿児島バレエコンクール

かごしま県民交流センター

4月3日㊐

12月6日㊊

3月1日㊋

5月4日㊌-5日㊍

1月18日㊋

4月1日㊎

5月8日㊐

1月21日㊎

4月8日㊎

7月23日㊏

3月23日㊌ 6月21日㊋

7月31日㊐

3月31日㊍ 6月28日㊋

第7回ＮＢＡ東京バレエコンクール
第2回ＮＢＡ京都バレエコンクール
第8回 NBA札幌バレエコンクール
第10回 NBA福岡バレエコンクール

〒981-0904 仙台市青葉区旭ヶ丘3-27-5

〒892-0816 鹿児島市山下町14-50

なかのZERO
〒164-0001東京都中野区中野2-9-7

長岡京記念文化会館
〒617-0824 長岡京市天神4-1-1

かでる2．7 （北海道立道民活動センター）
〒060-0002 札幌市中央区北2条西7丁目道民活動センタービル

ももちパレス（福岡県立ももち文化センター）
〒814-0006 福岡市早良区百道２丁目３−１５

第10回 NBA広島バレエコンクール

広島アステールプラザ

第5回 NBA横浜バレエコンクール

神奈川県民ホール

第10回 NBA大阪バレエコンクール

中ホール

〒730-0812 広島市中区加古町4丁目17号

大ホール

〒231-0023 横浜市中区山下町3-1

クレオ大阪中央
〒543-0002 大阪市天王寺区上汐5-6-25

第3回 NBA所沢バレエコンクール

所沢ミューズ マーキーホール

第7回 NBA名古屋バレエコンクール

日本特殊陶業市民会館ビレッジホール

〒359-0042 所沢市並木一丁目9番地の1

〒460-0022 名古屋市中区金山一丁目5番1号

受付開始日

受付終了日

8月2日㊋

4月4日㊊

7月1日㊎

8月4日㊍

4月8日㊎

7月5日㊋

8月14日㊐

4月14日㊍ 7月12日㊎

8月17日㊌

4月18日㊊ 7月19日㊋

9月17日㊏-18日㊐ 5月18日㊌ 8月19日㊎

※受付期間内でも、定員になり次第締め切ることがあります。（WEBサイトのコンクールページ「最新情報」をご確認ください。）
※２日間開催する地域はご希望の日にちを選択して くださ い。（ どの部門でも両日選択可能です。す べての 部門を 両日行 い２ 日目に 結果が 出ます 。）

参加特典
■ 全員に当日踊ったＤＶＤとプログラム1部をプレゼント
■プレコンクールの部以外の出場者には全員に「成績データ」及び「各種賞状」（1~6位、秀麗賞、優良賞）を進呈、
上位入賞者には副賞を進呈
■プレコンクールの部出場者には各審査員より各々のレベルに合ったアドバイスシートを進呈
■上位入賞者の中から1月開催のNBA全国バレエコンクールのシード権・ プロフェッショナル賞（NBAバレエ団入団許可）
・ スカラシップ賞（NBAバレエ団スタジオカンパニーレッスン料１年間無料）を授与（審査員協議により授与）
■ＮＢＡバレエ団プリンシパル・バレエマスター・ミストレス等によるウォームアップレッスンの無料受講(参加者多数の場合抽選）
部

門
プレコンクールの部

・小学1年生以上～年齢制限なし（男女混合）
・バレエシューズ,トゥシューズ両方可
・順位付けなし・アドバイスシート進呈

クラシックバレエ部門

バレエシューズ小学1･2年の部
バレエシューズ小学3･4年の部
バレエシューズ小学5･6年の部
小学4･5年の部 / 小学6年の部
中学1年の部 / 中学2年の部 / 中学3年の部
高校生の部
シニアの部

コンテンポラリー部門
＊2022年4月からの新学年でお申し込みください。

・バレエシューズのみ
・1･2年の部、3・4年の部は男女混合
・5･6年の部は女子のみ
・小学1～3年男子はバレエシューズの部で登録

課題曲

・女性はトゥシューズのみ
・男女混合
・小学4年生以上の男子は各学年の部で登録

・年齢不問（男女混合）
・バレエシューズ,トゥシューズ,裸足も可

自由曲

���� NBA Regional Ballet Competition
使用曲

申込方法

■クラシックバレエ部門
・ NBAバレエコンクール課題曲の中から選択。（音源は当日持参不要）

❶WEBサイト(銀行振込・クレジット決済）
またはFAX(銀行振込)、現金書留にてお申し込み。

・ オーロラ第1幕のヴァリエーションはNo.159/160を選択。
・ No.4、27/28、31/32、105/106は使用不可。
・ 課題曲の振りの指定なし。キッカケ・出の方向は自由に指定可能。

■コンテンポラリー部門
・ 自由曲。舞台の出からはけまでで３分以内。
（持ち道具・小道具を使用する場合含む）

・ 開催日３週間前までに使用する曲のデータを
WEBサイトよりアップロードしてください。（MP3形式）→
https://www.nbaballet.org/competition/music_upload/

コンテ使用曲登録

WEB申込

※お振込の場合
・ 必ずお振込を済ませてからのお申込みとなります。
・ 開催地区により、お振込先口座が異なります。間違いのない
ようにご注意ください。(右記申込書をご参照ください）
・ お振込名義人は「出場者ご本人のお名前」、団体一括での
お振込の場合は「スタジオ名」でお振込ください。
上記以外のお名前の場合は、確認がとれず申込が完了しない場合があり

授与する賞

ます。（お振込手数料はお客様負担となります。）

■各部ごとに1位～6位の6へ賞を授与。
（審査員協議により該当者なしの場合あり）

■上位入賞以外の全員に秀麗賞・優良賞を授与。
■上位入賞者には副賞を進呈。
■各部門の第1位の指導者に指導者特別賞を授与。
■NBA全国バレエコンクール決選のシード権を授与。
（上位入賞者より、審査員協議により授与）

■プロフェッショナル賞（NBAバレエ団入団許可）
■スカラシップ賞（NBAバレエ団スタジオカンパニーレッスン料１年間無料）
※賞状は後日所属スタジオに送付。
※プロフェッショナル賞・スカラシップ賞は審査員協議にて、高校生の部、シニ
アの部より選出。

出場順
・ ❶プレコンクールの部❷バレエシューズの部❸各学年の部❹コンテ
ンポラリー部門の小さい学年順。
・ 部の中の順番は公平を記するためコンピュータにより無作為に出演
順が決まります。（申し込み順ではありません。）
・ スケジュールはそれぞれの地域の受付期間終了後にWEBサイトの
「当日の時間表」にアップします。（郵送でもお送りいたします。）

ウォームアップレッスン
・参加費無料。当レッスンは審査には影響しません。レオタード着用。
（衣装での受講不可）

・出場時間に近い方は途中で抜けてもかまいません。
・申込多数の場合は抽選となります。抽選結果・レッスン時間は受付終
了後にWEBサイトの「当日の時間表」ページでご確認ください。
（小学生：午前、中学生以上：午後を予定）

参加費
■クラシックバレエ部門
■コンテンポラリー部門

https://www.nbaballet.org/competition
/junia/payment/

２２,０００円(税込)
２７,０００円(税込)

（賞状またはアドバイスシート・DVD・プログラム１部含む）

※現金書留の場合
・ 申込書類と参加費を一緒にご送付ください。
❷受付期間終了後、10日前後で以下書類をスタジオ宛に発送
します。
・出場者確認シート・指導者パス/出場者パス
・当日のスケジュール・その他書類
※届かない場合は当コンクール事務局までお問い合わせ
ください。
❸訂正がある場合は、開催日10日前までに必ずお知らせくださ
い。それ以降の変更はできかねます。
・訂正のご連絡を頂いた場合でもプログラム印刷後は反映で
きません。
・メール（con@nbaballet.org)またはＦＡＸ（04-2924-7772)
（確認シート直接記入・送付状不要）にてご連絡をお願いします。
※当日の変更には対応できかねます。
今年より運用が変更となりました。一切変更等も承ることができません
ので必ず登録内容をご確認ください。

注意事項
※申込用紙は、出場者確認シートが届くまで、控えをお手元に保管願います。
※音楽著作権、振付著作権のあるものについては出場者各自の責任で申請を
行ってください。
※ケガ等で出場できなくなった場合にはFAXまたはメールにて事務局にお知ら
せください。参加費の返金はいたしかねますが、次回の参加費として充当する
ことが可能です。(１年間有効。開催日3日前までに事前連絡した場合のみ。次
回お申込み時に欠場年度・地区・振込人名・振込日をお知らせください。別の
方に譲渡はできません。)
※自然災害等により、開催が不可能な場合には、延期または翌年の参加費とさ
せていただきます。
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、開催時の状況により表彰式中
止・物品販売中止等の措置を取る場合がございます。
※NBAバレエコンクールは新型コロナウイルス感染拡大防止対策をとって実施
いたします。
※メイクの有無等、WEBサイトにて随時情報を更新いたしますので、ご確認をお
願いいたします。

一般入場料

お問合わせ

１,０００円

NBAバレエコンクール事務局

・コンクール当日の受付にて販売します。（未就学児はチケット不要）
・入場チケットでは楽屋に入れません。
・出場者・指導者の方には楽屋・客席出入り自由のパス（指導者パスは
出場者５名ごとに１枚）をお送りします。（地域ごとに期間中有効）
・プログラムは１部１０００円。（出場者の方には１部プレゼント）

〒359–1102 埼玉県所沢市岩岡町281-11
MAIL:con@nbaballet.org
TEL:０４-２９３７-４９２１（月～金／9：00～17：00）
FAX:０４-２９２４-７７７２

NBAバレエコンクール

