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HPアドレス

そ の 他

〒650－8571　兵庫県神戸市中央区東川崎町1－5－7
神戸新聞社地域活動局内「こうべ全国洋舞コンクール」実行委員会事務局

http://www.kobe-np.co.jp/（2015年11月予定）

申込に伴う個人情報は主催者で管理し、大会運営目的以外に使用しません。
入選、入賞者は、神戸新聞紙面に掲載する予定です。また、バレエ関係の
各機関に情報提供する場合がありますのでご了承ください。

ＴＥＬ
ＦＡＸ

０７８（３６２）７０８６（平日９時半～１７時半）
０７８（３６０）５５１９

※  宿泊等に関しては各自でお手配ください。
※ なお神戸新聞旅行社（TEL 078-362-7173）へご連絡いただければ、宿泊の手配をい
たします（ご案内例：チサンホテル〈食事なし〉２名１室9,180円～、１名１室9,612
円～※いずれも１名分の料金）。ただし、空き状況により、お取り出来ない場合があ
ります。
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神戸空港

①市営地下鉄西神・山手線…「大倉山」駅下車　西１番出口より右手すぐ
②ＪＲ…「神戸」駅下車　北へ徒歩10分
③阪急・阪神・山陽・神戸電鉄…神戸高速鉄道「高速神戸」駅下車　北へ徒歩８分

☆新幹線「新神戸」駅から…上記①の地下鉄に乗り換え
☆神戸空港から…ポートライナーで「三宮」駅へ出て上記①②③のいずれかに乗り換え

皆さま方のご参加を心よりお待ちしております。



クラシックバレエ部門＝3分以内
モダンダンス部門＝ジュニア3分以内、シニア・グループ4分以内
創作部門＝5分以内

※入退場は合計20秒以内。超過の場合は失格。

CDのみとなります。詳しくは別紙「音源について」をご参照ください。

予選・準決選は黒バック、決選は黒紗を使用、クラシックは白ジョー
ゼットを使用。衣装・小道具の使用は認めますが、装置の使用は不可。
（注）・ステージ上で危険なものは使用禁止。
　　　・小道具は参加者自身がすみやかに出し入れできるものとし、
 原則として第三者の介入は不可、ただし演技上、必要の場合、

舞台袖に１人は認めます。

クラシックバレエ部門決選のみ照明あり。その他は地明りでおこないます。

クラシックバレエ部門はクラシック作品（ヴァリエーションのみ、コー
ダなし）に限り、予選・準決選・決選は同一曲で参加のこと。
モダンダンス部門、創作部門は選曲自由、決選のみ。

目 的

参加規定

日本の洋舞芸術の発展と若手舞踊家の育成をめざし、国民文化の向上を目的とします。 参 加 料

〔クラシックバレエ部門〕

〔モダンダンス部門〕

〔創作部門〕

〈表彰式〉 ５月５日（木）全部門の審査終了後、大ホールで行います。入賞者は必ずご出席ください。

①  女性ジュニア２部
②  女性ジュニア１部
③  女性シニア
④  男性ジュニア２部
⑤  男性ジュニア１部
⑥  男性シニア

１０歳～１３歳
１４歳～１８歳
１９歳～３０歳
１０歳～１３歳
１４歳～１８歳
１９歳～３０歳

①  ジュニア２部
②  ジュニア１部
③  シニア
④  グループ

８ 歳～１３歳
１４歳～１８歳
１９歳以上
年齢制限なし（２名～10名）

出品者の性別・年齢に制限はありません。 ※但し、参加者は１６歳以上、2名～7名とします。

クラシックバレエ・モダンダンス部門は個人参加とします（但し、グループは上記の通
り）。資格は全部門国籍を問いませんが、外国籍の方は日本在留資格をお持ちの方に限り
ます。
クラシックバレエ女性ジュニア２部は課題曲制を採用しています（課題曲は別紙）。
当コンクールで１位を受賞された方の同一部門での参加は認められません。モスクワ、
バルナ、ローザンヌ、ジャクソン、ユースの各コンクールで１位になった方の同一部門
での参加は認められません。創作部門の出品者は創作者が複数の場合も代表者1人とし、
１作品に限ります。クラシック・モダン・キャラクターすべての分野の創作作品としま
す。但し、国内外での受賞作品の参加は認められません。２部門以上の出場も可能です。

制限時間

音 源

背　　景

照　　明

内　　容

審 査 員

審査結果

表 彰

☆クラシックバレエ部門
決　　　　選：

予選・準決選：

予　　　　選：

安達悦子、うらわまこと、岡本佳津子、小山久美
※ほかに兵庫県洋舞家協会会員若干名
石川愉貴、川上恵子、地主薫
※ほかに兵庫県洋舞家協会会員若干名
有馬えり子、大寺資二、宮本東代子
※ほかに兵庫県洋舞家協会会員若干名

☆モダンダンス部門、創作部門
決　　　　選：井上恵美子、中村恩恵、野坂公夫

※ほかに兵庫県洋舞家協会会員若干名

★クラシックバレエ部門（予選通過＝入選）
　　　　　　　　　　　（女性ジュニア２部、１部の準決選通過＝ファイナリスト）

●シニア（女性、男性）

（５０音順・敬称略）
予選、準決選は出場番号のみ表示、決選は上位入賞者の得点を審査員名と共に公表し
ます。

１位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・賞状、  メダル、  賞金３０万円
２位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・賞状、  メダル、  賞金２０万円
３位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・賞状、  メダル、  賞金１０万円
４位～６位（女性）・・・・・・賞状、  メダル、  副賞
●ジュニア（女性２部、女性１部、男性２部、男性１部）
１位～６位・・・・・・・・・・・・・・・・賞状、  メダル、  副賞
７位～12位（女性）・・・・・・賞状、  副賞 

★モダンダンス部門（決選のみ）

★創作部門（決選のみ）

◆グランプリ

●シニア
１位・・・・・・・・・・・・・・・・賞状、  メダル、  賞金３０万円
２位・・・・・・・・・・・・・・・・賞状、  メダル、  賞金２０万円
３位・・・・・・・・・・・・・・・・賞状、  メダル、  賞金１０万円
４位～６位・・・・・・・賞状、  メダル、  副賞

最優秀賞・・・・・・・・賞状、  盾、  賞金３０万円
優 秀 賞・・・・・・・・賞状、  盾、  賞金１０万円
（但し、賞の対象は出品者とします）

賞状、  賞金２０万円（シニア各部門でとくに優秀と認められた人に贈ります）

●ジュニア（２部、１部）
１位～６位・・・・・・・賞状、  メダル、  副賞
●グループ
優 秀 賞・・・・・・・・賞状、  盾、  賞金１０万円
（但し、賞の対象は参加者とします）

※クラシックバレエ部門、モダンダンス部門とも入選者及びファイナリストには賞
状を贈ります。
※兵庫県知事賞、神戸市長賞、神戸新聞社賞、その他各部門敢闘賞、奨励賞をそれ
ぞれ該当者に贈ります。
※クラシックバレエ部門ジュニア１部の女性・男性の各１位にローズ賞として賞
状、盾、奨学金10万円を贈ります。
※各部門上位入賞者は第30回こうべ全国洋舞コンクールにゲストとして出演してい
ただきます。
※クラシックバレエ部門予選通過者、モダンダンス部門参加者数の状況等により、
賞典が多少変更する場合があります。

参加料は振り込みになります。参加申込書に必要事項を明記し、振り込み用紙のコピ
ーを添えて郵送してください（持参は不可）。

クラシックバレエ部門、モダンダンス部門（ジュニア・シニア）
創作部門、モダンダンス部門（グループ）

 準決選進出料   決選進出料
クラシックバレエ女性ジュニア２部 
クラシックバレエ女性ジュニア１部
クラシックバレエ女性シニア
クラシックバレエ男性

2016年（平成28年）1月25日（月）～  ２月24日（水）消印有効
（注）・部門によっては締め切り日前でも定員になり次第締め切ります。
　　　・申し込みは1月25日からです。それ以前の申し込みは受付いたしません。
　　　・２月24日以降の振込・消印分の参加料の返金はできません。ご注意ください。

出演順は主催者側で決定いたします。

２２，０００円
３３，０００円

応 募 先
問い合わせ先

HPアドレス

そ の 他

〒650－8571　神戸市中央区東川崎町1－5－7
神戸新聞社地域活動局内「こうべ全国洋舞コンクール」実行委員会事務局

http://www.kobe-np.co.jp（12月中旬予定）

申込に伴う個人情報は主催者で管理し、大会運営目的以外に使用しません。
入選、入賞者は、神戸新聞紙面に掲載する予定です。また、バレエ関係の
各機関に情報提供する場合がありますのでご了承ください。

ＴＥＬ ０７８（３６２）７０８６　　ＦＡＸ　０７８（３６０）５５１９

※  宿泊等に関しては各自でお手配ください。
※  会場への交通機関は裏面をご参照ください。

※参加申込書提出、受付後の申込内容の変更は認めません。

（注）・表彰式、エキシビションは入場無料
　　　・会場は全席自由席
　　　・入場券は券面記載の日時、会場のみ有効（同じ日でも大ホール、中ホールで

それぞれ入場券が必要）ただし５月６日中ホールの入場券でエキジビジョ
ン、表彰式を見ることができます

　　　・４歳以上は入場券が必要

コンクールの前売り入場券は、2016年３月１日から４月30日までローソンチケットで
発売します。
なお、会場では当日券のみの販売となります。

各証は下記のように有効です。ご参照下さい。

各証は2016年３月下旬頃に各所属団体宛に送付いたします。但し、個人参加で所属団
体の無い方のみ個人宛に送付いたします。

参 加 証 参加者のみお使いいただけます
すべての会場と、出場日の楽屋に入場できます。

参加者の所属団体の長、指導者等がお使いいただけます
出場日の会場と楽屋に入場できます。
参加者人数 １～４人 １枚 17～20人 ５枚
 ５～８人 ２枚 21～24人 ６枚
 ９～12人 ３枚 25～29人 ７枚
 13～16人 ４枚 30～34人 ８枚

参加者の付き添いの方がお使いいただけます
出場日の楽屋のみ入場できます。

参 加 団 体
入 場 証

参 加 団 体
楽屋通行証

 ２０１6年 神戸文化ホール･大ホール 神戸文化ホール･中ホール
５月１日（日） クラシックバレエ女性ジュニア２部予選 クラシックバレエ女性ジュニア2部予選
午前10時～ クラシックバレエ女性ジュニア1部予選 クラシックバレエ女性ジュニア１部予選
５月３日（火） クラシックバレエ女性ジュニア２部予選 クラシックバレエ女性ジュニア１部予選
午前10時～ クラシックバレエ女性ジュニア１部予選 クラシックバレエ女性シニア予選
５月４日（水） クラシックバレエ女性ジュニア２部準決選 クラシックバレエ男性ジュニア２部・ジュニア１部・シニア予選
午前10時～ クラシックバレエ女性ジュニア１部準決選 モダンダンスシニア・グループ・創作決選
５月５日（木） クラシックバレエ決選 モダンダンスジュニア２部決選
午前10時～  モダンダンスジュニア１部決選

※各部門年齢は2016年（平成28年）4月2日現在とする。

予　選 前売 １，０００円 （当日１，５００円）
準決選 前売 １，５００円 （当日２，０００円）
決　選 前売 ２，０００円 （当日２，５００円）
決　選 前売 ２，０００円 （当日２，５００円）

 ２０１６年 神戸文化ホール・大ホール 神戸文化ホール・中ホール
５月１日（日） 前売1,500円（当日2,000円） 前売1,500円（当日2,000円）
５月３日（火） 前売1,500円（当日2,000円） 前売1,500円（当日2,000円）
５月４日（水） 前売2,000円（当日2,500円） 前売2,000円（当日2,500円）
５月５日（木） 前売2,000円（当日2,500円） 前売2,000円（当日2,500円）
（注）・会場は全席自由席
　　　・入場券は券面記載の日時、会場のみ有効（同じ日でも大ホール、中ホールで

それぞれ入場券が必要）、ただし５月５日中ホールの入場券でエキシビショ
ン、表彰式を見ることができます

　　　・４歳以上は入場券が必要

（注）参加料、進出料とも申し込み受付後の返金はいたしません。

※モダンダンス部門（グループ）は３人目から１人増えるたびに5,000円いただきます

5,000円

5,000円

前売販売

参加証等

出 演

入 場 料

募集期間

申込手続

銀行名：三井住友銀行
支店名：三宮支店　　口座種別：普通　　口座番号：9084401
口座名：こうべ全国洋舞コンクール実行委員会事務局

振り込み先

進 出 料



クラシックバレエ部門＝3分以内
モダンダンス部門＝ジュニア3分以内、シニア・グループ4分以内
創作部門＝5分以内

※入退場は合計20秒以内。超過の場合は失格。

CDのみとなります。詳しくは別紙「音源について」をご参照ください。

予選・準決選は黒バック、決選は黒紗を使用、クラシックは白ジョー
ゼットを使用。衣装・小道具の使用は認めますが、装置の使用は不可。
（注）・ステージ上で危険なものは使用禁止。
　　　・小道具は参加者自身がすみやかに出し入れできるものとし、
 原則として第三者の介入は不可、ただし演技上、必要の場合、

舞台袖に１人は認めます。

クラシックバレエ部門決選のみ照明あり。その他は地明りでおこないます。

クラシックバレエ部門はクラシック作品（ヴァリエーションのみ、コー
ダなし）に限り、予選・準決選・決選は同一曲で参加のこと。
モダンダンス部門、創作部門は選曲自由、決選のみ。

目 的

参加規定

日本の洋舞芸術の発展と若手舞踊家の育成をめざし、国民文化の向上を目的とします。 参 加 料

〔クラシックバレエ部門〕

〔モダンダンス部門〕

〔創作部門〕

〈表彰式〉 ５月５日（木）全部門の審査終了後、大ホールで行います。入賞者は必ずご出席ください。

①  女性ジュニア２部
②  女性ジュニア１部
③  女性シニア
④  男性ジュニア２部
⑤  男性ジュニア１部
⑥  男性シニア

１０歳～１３歳
１４歳～１８歳
１９歳～３０歳
１０歳～１３歳
１４歳～１８歳
１９歳～３０歳

①  ジュニア２部
②  ジュニア１部
③  シニア
④  グループ

８ 歳～１３歳
１４歳～１８歳
１９歳以上
年齢制限なし（２名～10名）

出品者の性別・年齢に制限はありません。 ※但し、参加者は１６歳以上、2名～7名とします。

クラシックバレエ・モダンダンス部門は個人参加とします（但し、グループは上記の通
り）。資格は全部門国籍を問いませんが、外国籍の方は日本在留資格をお持ちの方に限り
ます。
クラシックバレエ女性ジュニア２部は課題曲制を採用しています（課題曲は別紙）。
当コンクールで１位を受賞された方の同一部門での参加は認められません。モスクワ、
バルナ、ローザンヌ、ジャクソン、ユースの各コンクールで１位になった方の同一部門
での参加は認められません。創作部門の出品者は創作者が複数の場合も代表者1人とし、
１作品に限ります。クラシック・モダン・キャラクターすべての分野の創作作品としま
す。但し、国内外での受賞作品の参加は認められません。２部門以上の出場も可能です。

制限時間

音 源

背　　景

照　　明

内　　容

審 査 員

審査結果

表 彰

☆クラシックバレエ部門
決　　　　選：

予選・準決選：

予　　　　選：

安達悦子、うらわまこと、岡本佳津子、小山久美
※ほかに兵庫県洋舞家協会会員若干名
石川愉貴、川上恵子、地主薫
※ほかに兵庫県洋舞家協会会員若干名
有馬えり子、大寺資二、宮本東代子
※ほかに兵庫県洋舞家協会会員若干名

☆モダンダンス部門、創作部門
決　　　　選：井上恵美子、中村恩恵、野坂公夫

※ほかに兵庫県洋舞家協会会員若干名

★クラシックバレエ部門（予選通過＝入選）
　　　　　　　　　　　（女性ジュニア２部、１部の準決選通過＝ファイナリスト）

●シニア（女性、男性）

（５０音順・敬称略）
予選、準決選は出場番号のみ表示、決選は上位入賞者の得点を審査員名と共に公表し
ます。

１位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・賞状、  メダル、  賞金３０万円
２位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・賞状、  メダル、  賞金２０万円
３位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・賞状、  メダル、  賞金１０万円
４位～６位（女性）・・・・・・賞状、  メダル、  副賞
●ジュニア（女性２部、女性１部、男性２部、男性１部）
１位～６位・・・・・・・・・・・・・・・・賞状、  メダル、  副賞
７位～12位（女性）・・・・・・賞状、  副賞 

★モダンダンス部門（決選のみ）

★創作部門（決選のみ）

◆グランプリ

●シニア
１位・・・・・・・・・・・・・・・・賞状、  メダル、  賞金３０万円
２位・・・・・・・・・・・・・・・・賞状、  メダル、  賞金２０万円
３位・・・・・・・・・・・・・・・・賞状、  メダル、  賞金１０万円
４位～６位・・・・・・・賞状、  メダル、  副賞

最優秀賞・・・・・・・・賞状、  盾、  賞金３０万円
優 秀 賞・・・・・・・・賞状、  盾、  賞金１０万円
（但し、賞の対象は出品者とします）

賞状、  賞金２０万円（シニア各部門でとくに優秀と認められた人に贈ります）

●ジュニア（２部、１部）
１位～６位・・・・・・・賞状、  メダル、  副賞
●グループ
優 秀 賞・・・・・・・・賞状、  盾、  賞金１０万円
（但し、賞の対象は参加者とします）

※クラシックバレエ部門、モダンダンス部門とも入選者及びファイナリストには賞
状を贈ります。
※兵庫県知事賞、神戸市長賞、神戸新聞社賞、その他各部門敢闘賞、奨励賞をそれ
ぞれ該当者に贈ります。
※クラシックバレエ部門ジュニア１部の女性・男性の各１位にローズ賞として賞
状、盾、奨学金10万円を贈ります。
※各部門上位入賞者は第30回こうべ全国洋舞コンクールにゲストとして出演してい
ただきます。
※クラシックバレエ部門予選通過者、モダンダンス部門参加者数の状況等により、
賞典が多少変更する場合があります。

参加料は振り込みになります。参加申込書に必要事項を明記し、振り込み用紙のコピ
ーを添えて郵送してください（持参は不可）。

クラシックバレエ部門、モダンダンス部門（ジュニア・シニア）
創作部門、モダンダンス部門（グループ）

 準決選進出料   決選進出料
クラシックバレエ女性ジュニア２部 
クラシックバレエ女性ジュニア１部
クラシックバレエ女性シニア
クラシックバレエ男性

2016年（平成28年）1月25日（月）～  ２月24日（水）消印有効
（注）・部門によっては締め切り日前でも定員になり次第締め切ります。
　　　・申し込みは1月25日からです。それ以前の申し込みは受付いたしません。
　　　・２月24日以降の振込・消印分の参加料の返金はできません。ご注意ください。

出演順は主催者側で決定いたします。

２２，０００円
３３，０００円

応 募 先
問い合わせ先

HPアドレス

そ の 他

〒650－8571　神戸市中央区東川崎町1－5－7
神戸新聞社地域活動局内「こうべ全国洋舞コンクール」実行委員会事務局

http://www.kobe-np.co.jp（12月中旬予定）

申込に伴う個人情報は主催者で管理し、大会運営目的以外に使用しません。
入選、入賞者は、神戸新聞紙面に掲載する予定です。また、バレエ関係の
各機関に情報提供する場合がありますのでご了承ください。

ＴＥＬ ０７８（３６２）７０８６　　ＦＡＸ　０７８（３６０）５５１９

※  宿泊等に関しては各自でお手配ください。
※  会場への交通機関は裏面をご参照ください。

※参加申込書提出、受付後の申込内容の変更は認めません。

（注）・表彰式、エキシビションは入場無料
　　　・会場は全席自由席
　　　・入場券は券面記載の日時、会場のみ有効（同じ日でも大ホール、中ホールで

それぞれ入場券が必要）ただし５月６日中ホールの入場券でエキジビジョ
ン、表彰式を見ることができます

　　　・４歳以上は入場券が必要

コンクールの前売り入場券は、2016年３月１日から４月30日までローソンチケットで
発売します。
なお、会場では当日券のみの販売となります。

各証は下記のように有効です。ご参照下さい。

各証は2016年３月下旬頃に各所属団体宛に送付いたします。但し、個人参加で所属団
体の無い方のみ個人宛に送付いたします。

参 加 証 参加者のみお使いいただけます
すべての会場と、出場日の楽屋に入場できます。

参加者の所属団体の長、指導者等がお使いいただけます
出場日の会場と楽屋に入場できます。
参加者人数 １～４人 １枚 17～20人 ５枚
 ５～８人 ２枚 21～24人 ６枚
 ９～12人 ３枚 25～29人 ７枚
 13～16人 ４枚 30～34人 ８枚

参加者の付き添いの方がお使いいただけます
出場日の楽屋のみ入場できます。

参 加 団 体
入 場 証

参 加 団 体
楽屋通行証

 ２０１6年 神戸文化ホール･大ホール 神戸文化ホール･中ホール
５月１日（日） クラシックバレエ女性ジュニア２部予選 クラシックバレエ女性ジュニア2部予選
午前10時～ クラシックバレエ女性ジュニア1部予選 クラシックバレエ女性ジュニア１部予選
５月３日（火） クラシックバレエ女性ジュニア２部予選 クラシックバレエ女性ジュニア１部予選
午前10時～ クラシックバレエ女性ジュニア１部予選 クラシックバレエ女性シニア予選
５月４日（水） クラシックバレエ女性ジュニア２部準決選 クラシックバレエ男性ジュニア２部・ジュニア１部・シニア予選
午前10時～ クラシックバレエ女性ジュニア１部準決選 モダンダンスシニア・グループ・創作決選
５月５日（木） クラシックバレエ決選 モダンダンスジュニア２部決選
午前10時～  モダンダンスジュニア１部決選

※各部門年齢は2016年（平成28年）4月2日現在とする。

予　選 前売 １，０００円 （当日１，５００円）
準決選 前売 １，５００円 （当日２，０００円）
決　選 前売 ２，０００円 （当日２，５００円）
決　選 前売 ２，０００円 （当日２，５００円）

 ２０１６年 神戸文化ホール・大ホール 神戸文化ホール・中ホール
５月１日（日） 前売1,500円（当日2,000円） 前売1,500円（当日2,000円）
５月３日（火） 前売1,500円（当日2,000円） 前売1,500円（当日2,000円）
５月４日（水） 前売2,000円（当日2,500円） 前売2,000円（当日2,500円）
５月５日（木） 前売2,000円（当日2,500円） 前売2,000円（当日2,500円）
（注）・会場は全席自由席
　　　・入場券は券面記載の日時、会場のみ有効（同じ日でも大ホール、中ホールで

それぞれ入場券が必要）、ただし５月５日中ホールの入場券でエキシビショ
ン、表彰式を見ることができます

　　　・４歳以上は入場券が必要

（注）参加料、進出料とも申し込み受付後の返金はいたしません。

※モダンダンス部門（グループ）は３人目から１人増えるたびに5,000円いただきます

5,000円

5,000円

前売販売

参加証等

出 演

入 場 料

募集期間

申込手続

銀行名：三井住友銀行
支店名：三宮支店　　口座種別：普通　　口座番号：9084401
口座名：こうべ全国洋舞コンクール実行委員会事務局

振り込み先

進 出 料



クラシックバレエ部門＝3分以内
モダンダンス部門＝ジュニア3分以内、シニア・グループ4分以内
創作部門＝5分以内

※入退場は合計20秒以内。超過の場合は失格。

CDのみとなります。詳しくは別紙「音源について」をご参照ください。

予選・準決選は黒バック、決選は黒紗を使用、クラシックは白ジョー
ゼットを使用。衣装・小道具の使用は認めますが、装置の使用は不可。
（注）・ステージ上で危険なものは使用禁止。
　　　・小道具は参加者自身がすみやかに出し入れできるものとし、
 原則として第三者の介入は不可、ただし演技上、必要の場合、

舞台袖に１人は認めます。

クラシックバレエ部門決選のみ照明あり。その他は地明りでおこないます。

クラシックバレエ部門はクラシック作品（ヴァリエーションのみ、コー
ダなし）に限り、予選・準決選・決選は同一曲で参加のこと。
モダンダンス部門、創作部門は選曲自由、決選のみ。

目 的

参加規定

日本の洋舞芸術の発展と若手舞踊家の育成をめざし、国民文化の向上を目的とします。 参 加 料

〔クラシックバレエ部門〕

〔モダンダンス部門〕

〔創作部門〕

〈表彰式〉 ５月５日（木）全部門の審査終了後、大ホールで行います。入賞者は必ずご出席ください。

①  女性ジュニア２部
②  女性ジュニア１部
③  女性シニア
④  男性ジュニア２部
⑤  男性ジュニア１部
⑥  男性シニア

１０歳～１３歳
１４歳～１８歳
１９歳～３０歳
１０歳～１３歳
１４歳～１８歳
１９歳～３０歳

①  ジュニア２部
②  ジュニア１部
③  シニア
④  グループ

８ 歳～１３歳
１４歳～１８歳
１９歳以上
年齢制限なし（２名～10名）

出品者の性別・年齢に制限はありません。 ※但し、参加者は１６歳以上、2名～7名とします。

クラシックバレエ・モダンダンス部門は個人参加とします（但し、グループは上記の通
り）。資格は全部門国籍を問いませんが、外国籍の方は日本在留資格をお持ちの方に限り
ます。
クラシックバレエ女性ジュニア２部は課題曲制を採用しています（課題曲は別紙）。
当コンクールで１位を受賞された方の同一部門での参加は認められません。モスクワ、
バルナ、ローザンヌ、ジャクソン、ユースの各コンクールで１位になった方の同一部門
での参加は認められません。創作部門の出品者は創作者が複数の場合も代表者1人とし、
１作品に限ります。クラシック・モダン・キャラクターすべての分野の創作作品としま
す。但し、国内外での受賞作品の参加は認められません。２部門以上の出場も可能です。

制限時間

音 源

背　　景

照　　明

内　　容

審 査 員

審査結果

表 彰

☆クラシックバレエ部門
決　　　　選：

予選・準決選：

予　　　　選：

安達悦子、うらわまこと、岡本佳津子、小山久美
※ほかに兵庫県洋舞家協会会員若干名
石川愉貴、川上恵子、地主薫
※ほかに兵庫県洋舞家協会会員若干名
有馬えり子、大寺資二、宮本東代子
※ほかに兵庫県洋舞家協会会員若干名

☆モダンダンス部門、創作部門
決　　　　選：井上恵美子、中村恩恵、野坂公夫

※ほかに兵庫県洋舞家協会会員若干名

★クラシックバレエ部門（予選通過＝入選）
　　　　　　　　　　　（女性ジュニア２部、１部の準決選通過＝ファイナリスト）

●シニア（女性、男性）

（５０音順・敬称略）
予選、準決選は出場番号のみ表示、決選は上位入賞者の得点を審査員名と共に公表し
ます。

１位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・賞状、  メダル、  賞金３０万円
２位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・賞状、  メダル、  賞金２０万円
３位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・賞状、  メダル、  賞金１０万円
４位～６位（女性）・・・・・・賞状、  メダル、  副賞
●ジュニア（女性２部、女性１部、男性２部、男性１部）
１位～６位・・・・・・・・・・・・・・・・賞状、  メダル、  副賞
７位～12位（女性）・・・・・・賞状、  副賞 

★モダンダンス部門（決選のみ）

★創作部門（決選のみ）

◆グランプリ

●シニア
１位・・・・・・・・・・・・・・・・賞状、  メダル、  賞金３０万円
２位・・・・・・・・・・・・・・・・賞状、  メダル、  賞金２０万円
３位・・・・・・・・・・・・・・・・賞状、  メダル、  賞金１０万円
４位～６位・・・・・・・賞状、  メダル、  副賞

最優秀賞・・・・・・・・賞状、  盾、  賞金３０万円
優 秀 賞・・・・・・・・賞状、  盾、  賞金１０万円
（但し、賞の対象は出品者とします）

賞状、  賞金２０万円（シニア各部門でとくに優秀と認められた人に贈ります）

●ジュニア（２部、１部）
１位～６位・・・・・・・賞状、  メダル、  副賞
●グループ
優 秀 賞・・・・・・・・賞状、  盾、  賞金１０万円
（但し、賞の対象は参加者とします）

※クラシックバレエ部門、モダンダンス部門とも入選者及びファイナリストには賞
状を贈ります。
※兵庫県知事賞、神戸市長賞、神戸新聞社賞、その他各部門敢闘賞、奨励賞をそれ
ぞれ該当者に贈ります。
※クラシックバレエ部門ジュニア１部の女性・男性の各１位にローズ賞として賞
状、盾、奨学金10万円を贈ります。
※各部門上位入賞者は第30回こうべ全国洋舞コンクールにゲストとして出演してい
ただきます。
※クラシックバレエ部門予選通過者、モダンダンス部門参加者数の状況等により、
賞典が多少変更する場合があります。

参加料は振り込みになります。参加申込書に必要事項を明記し、振り込み用紙のコピ
ーを添えて郵送してください（持参は不可）。

クラシックバレエ部門、モダンダンス部門（ジュニア・シニア）
創作部門、モダンダンス部門（グループ）

 準決選進出料   決選進出料
クラシックバレエ女性ジュニア２部 
クラシックバレエ女性ジュニア１部
クラシックバレエ女性シニア
クラシックバレエ男性

2016年（平成28年）1月25日（月）～  ２月24日（水）消印有効
（注）・部門によっては締め切り日前でも定員になり次第締め切ります。
　　　・申し込みは1月25日からです。それ以前の申し込みは受付いたしません。
　　　・２月24日以降の振込・消印分の参加料の返金はできません。ご注意ください。

出演順は主催者側で決定いたします。

２２，０００円
３３，０００円

応 募 先
問い合わせ先

HPアドレス

そ の 他

〒650－8571　神戸市中央区東川崎町1－5－7
神戸新聞社地域活動局内「こうべ全国洋舞コンクール」実行委員会事務局

http://www.kobe-np.co.jp（12月中旬予定）

申込に伴う個人情報は主催者で管理し、大会運営目的以外に使用しません。
入選、入賞者は、神戸新聞紙面に掲載する予定です。また、バレエ関係の
各機関に情報提供する場合がありますのでご了承ください。

ＴＥＬ ０７８（３６２）７０８６　　ＦＡＸ　０７８（３６０）５５１９

※  宿泊等に関しては各自でお手配ください。
※  会場への交通機関は裏面をご参照ください。

※参加申込書提出、受付後の申込内容の変更は認めません。

（注）・表彰式、エキシビションは入場無料
　　　・会場は全席自由席
　　　・入場券は券面記載の日時、会場のみ有効（同じ日でも大ホール、中ホールで

それぞれ入場券が必要）ただし５月６日中ホールの入場券でエキジビジョ
ン、表彰式を見ることができます

　　　・４歳以上は入場券が必要

コンクールの前売り入場券は、2016年３月１日から４月30日までローソンチケットで
発売します。
なお、会場では当日券のみの販売となります。

各証は下記のように有効です。ご参照下さい。

各証は2016年３月下旬頃に各所属団体宛に送付いたします。但し、個人参加で所属団
体の無い方のみ個人宛に送付いたします。

参 加 証 参加者のみお使いいただけます
すべての会場と、出場日の楽屋に入場できます。

参加者の所属団体の長、指導者等がお使いいただけます
出場日の会場と楽屋に入場できます。
参加者人数 １～４人 １枚 17～20人 ５枚
 ５～８人 ２枚 21～24人 ６枚
 ９～12人 ３枚 25～29人 ７枚
 13～16人 ４枚 30～34人 ８枚

参加者の付き添いの方がお使いいただけます
出場日の楽屋のみ入場できます。

参 加 団 体
入 場 証

参 加 団 体
楽屋通行証

 ２０１6年 神戸文化ホール･大ホール 神戸文化ホール･中ホール
５月１日（日） クラシックバレエ女性ジュニア２部予選 クラシックバレエ女性ジュニア2部予選
午前10時～ クラシックバレエ女性ジュニア1部予選 クラシックバレエ女性ジュニア１部予選
５月３日（火） クラシックバレエ女性ジュニア２部予選 クラシックバレエ女性ジュニア１部予選
午前10時～ クラシックバレエ女性ジュニア１部予選 クラシックバレエ女性シニア予選
５月４日（水） クラシックバレエ女性ジュニア２部準決選 クラシックバレエ男性ジュニア２部・ジュニア１部・シニア予選
午前10時～ クラシックバレエ女性ジュニア１部準決選 モダンダンスシニア・グループ・創作決選
５月５日（木） クラシックバレエ決選 モダンダンスジュニア２部決選
午前10時～  モダンダンスジュニア１部決選

※各部門年齢は2016年（平成28年）4月2日現在とする。

予　選 前売 １，０００円 （当日１，５００円）
準決選 前売 １，５００円 （当日２，０００円）
決　選 前売 ２，０００円 （当日２，５００円）
決　選 前売 ２，０００円 （当日２，５００円）

 ２０１６年 神戸文化ホール・大ホール 神戸文化ホール・中ホール
５月１日（日） 前売1,500円（当日2,000円） 前売1,500円（当日2,000円）
５月３日（火） 前売1,500円（当日2,000円） 前売1,500円（当日2,000円）
５月４日（水） 前売2,000円（当日2,500円） 前売2,000円（当日2,500円）
５月５日（木） 前売2,000円（当日2,500円） 前売2,000円（当日2,500円）
（注）・会場は全席自由席
　　　・入場券は券面記載の日時、会場のみ有効（同じ日でも大ホール、中ホールで

それぞれ入場券が必要）、ただし５月５日中ホールの入場券でエキシビショ
ン、表彰式を見ることができます

　　　・４歳以上は入場券が必要

（注）参加料、進出料とも申し込み受付後の返金はいたしません。

※モダンダンス部門（グループ）は３人目から１人増えるたびに5,000円いただきます

5,000円

5,000円

前売販売

参加証等

出 演

入 場 料

募集期間

申込手続

銀行名：三井住友銀行
支店名：三宮支店　　口座種別：普通　　口座番号：9084401
口座名：こうべ全国洋舞コンクール実行委員会事務局

振り込み先

進 出 料
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主 催
共 催

後 援

協 賛

こうべ全国洋舞コンクール実行委員会
兵庫県　神戸市　神戸市民文化振興財団
兵庫県洋舞家協会　神戸新聞社
日本バレエ協会　現代舞踊協会　サンテレビジョン
ラジオ関西　ＮＨＫ神戸放送局
神戸新聞文化財団　ひょうご芸術文化センター
チャコット株式会社

神戸文化ホール
神戸市中央区楠町４丁目２番２号  TEL078（351）3535（代）

会 場 案 内

J R新幹線

JR

新神戸 新大阪駅

地下鉄
新神戸

大倉山

山陽電鉄

至明石

至京都

至梅田

至大阪

新開地

阪急電鉄 西宮北口

阪神電鉄

神
戸
電
鉄

高速神戸 神戸三宮

神戸三宮

三宮

三ノ宮 西宮駅神戸 元町

湊川
神戸文化ホール
大・中ホール

■神戸文化ホールへの交通機関

応 募 先
問い合わせ先

HPアドレス

そ の 他

〒650－8571　兵庫県神戸市中央区東川崎町1－5－7
神戸新聞社地域活動局内「こうべ全国洋舞コンクール」実行委員会事務局

http://www.kobe-np.co.jp/（2015年11月予定）

申込に伴う個人情報は主催者で管理し、大会運営目的以外に使用しません。
入選、入賞者は、神戸新聞紙面に掲載する予定です。また、バレエ関係の
各機関に情報提供する場合がありますのでご了承ください。

ＴＥＬ
ＦＡＸ

０７８（３６２）７０８６（平日９時半～１７時半）
０７８（３６０）５５１９

※  宿泊等に関しては各自でお手配ください。
※ なお神戸新聞旅行社（TEL 078-362-7173）へご連絡いただければ、宿泊の手配をい
たします（ご案内例：チサンホテル〈食事なし〉２名１室9,180円～、１名１室9,612
円～※いずれも１名分の料金）。ただし、空き状況により、お取り出来ない場合があ
ります。

ポ
ー
ト
ラ
イ
ナ
ー

神戸空港

①市営地下鉄西神・山手線…「大倉山」駅下車　西１番出口より右手すぐ
②ＪＲ…「神戸」駅下車　北へ徒歩10分
③阪急・阪神・山陽・神戸電鉄…神戸高速鉄道「高速神戸」駅下車　北へ徒歩８分

☆新幹線「新神戸」駅から…上記①の地下鉄に乗り換え
☆神戸空港から…ポートライナーで「三宮」駅へ出て上記①②③のいずれかに乗り換え

皆さま方のご参加を心よりお待ちしております。


