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FLAP全国

FLAP バレエコンクールの特色
3月春、8月夏、12月冬大会の年3大会を実施！ 各大会定員700名
国内外で活躍する一流の指導者、振付・演出家、現役ダンサーによる審査。技術・表現力はもちろんプラスαと
してこれからの新時代に伴う感性を重視。次の世代を担う審査員が公平且つ適切な審査を致します。
ヴァリエーション審査だけではわからないレッスン審査 ( アンシェヌマン審査 ) を採用！ ( 夏大会時 )

舞台上にて日頃の練習成果の発表や確認、今後コンクール参加を目指す方、
コンクールで新しい課題曲に挑戦
する方等、目的はそれぞれ異なりますが確実に今後のステップアップの場となる貴重な機会をお見逃しなく。
コンクール同様、広い舞台でソロで踊る経験を養っておくことは必要不可欠。是非この機会をご利用ください！
バレエシューズ又トゥシューズにてお好きなヴァリエーション1曲(2分10秒以内)踊って頂きます。
コンクール同様に
上記審査員による公平且つ適切な審査及び長所、弱点などの記載したアドバイスシートで今後の参考に！
最優秀賞・優秀特別賞・優秀賞・奨励賞等参加者全員を対象に賞状・記念楯をご用意しております。
また参加頂いた皆様には次回又次々回参加の際に参加費用3,000円割引特典(下記参照)がございます。
※プレコン部門は順位は発表されませんが指導者による順位問い合わせは可能。(指導者許可があればOK)

定員700名

2016 冬 -2017 春 FLAP 年間スケジュール

各部門参加者の 6 割を対象に各賞を用意致しました！
協賛スポンサー様、多数のご協力のもと各賞を大幅に増やしました！
各部門参加者の 6 割を対象に各賞 ( 賞状・記念楯 ) を用意。( プレコン部門は全員対象 )

第 18 回 FLAP 全国バレエコンクール 2016 冬
(会場/タワーホール船堀)
＆
第 19 回 FLAP 全国バレエコンクール 2017 新春

参加特典

☆参加者には次回又は次々回大会の参加費 3,000 円割引が適用
☆上記他、早期申込割引・2 部門参加割引・姉妹割等 参加費割引特典有
☆万が一棄権や都合により参加出来なくなった場合は次回又は次々回大会
に無料にて振替え可能！※当日棄権も有効
☆プレコン部門参加者全員に記念楯・賞状の贈呈及びアドバイスシート付
☆課題曲等随時変更可能！何度でも OK
☆参加者全員に FLAP 大会記念 T シャツをプレゼント

動画投稿

FLAP 事務局 / 電話 03-6231-9699

FAX 03-6410-6688

(会場/かつしかシンフォニーヒルズ大ホール)

【18回冬大会】

2016/ 12月27日 プレコン B/ 児童Ⅰ・Ⅱ/ ジュニア / シニア
★プレコン部門はB部門(小4〜6年)のみの開催になります

FLAPホームページ

詳細はホームページ参照

費用 /3,000 円

メール ﬂapballet@nifty.com

3部門参加/40,000円

4部門参加/50,000円

※他割引との併用は出来ません
★1曲より2曲、3曲踊りたい！今後踊る予定演目の練習等に是非この機会をご利用下さい
★出場者全員に賞状・記念楯を贈呈★バレエシューズ、
トゥシューズ可 ※課題曲は違う曲でもOK
★プレコン部門詳細は裏ページをご覧下さい
審査員の総評・アドバイスを最重視した部門です！

前回出場割引(3,000 円割引) と併用可。最大で4,000 円割引が適用されます。早期( 10/10迄) にお申し込み
頂いた皆様には参加費1,000 円割引が適用されます。課題曲は未定でOK！※2 部門割引との併用不可。
★直近大会では早割期間中にも関わらず定員締切に達しました。お早目のエントリーをお薦め致します！

【2大会での2部門参加も2部門割引適用！他3部門、4部門割引も適用！】

【2部門参加例】2部門参加費 30,000円
18回プレコンB+19回プレコンB、18回プレコンB+18回児童Ⅰ又Ⅱ、18回児童Ⅰ又Ⅱ+19回児童Ⅰ又Ⅱ、18回プレコンB+19回児童Ⅰ又Ⅱ
18回児童Ⅰ又Ⅱ+19回プレコンA又B、18回ジュニア+19回プレコンC又ジュニア
【3部門参加例】3部門参加費 40,000円
18回児童Ⅰ又Ⅱ+19回プレコンA又B+19回児童Ⅰ又Ⅱ、18回プレコンB+19回プレコンB+19回児童Ⅰ又Ⅱ、18回ジュニア+19回プレコンC+19回ジュニア
【4部門参加例】4部門参加費 50,000円
18回プレコンB+18回児童Ⅰ又Ⅱ+19回プレコンB+19回児童Ⅰ又Ⅱ
★参加例以外でも可能な組み合わせはOK！

審査内容

18回冬・19回新春大会共通 7/1より申込み受付開始！
※詳細はホームページをご覧ください
全部門共通
課題曲ヴァリエーション (2 分 10 秒以内※出はけは除く )

※棄権等の際、返金可

【課題曲】課題曲の指定・制限はございません。
【参加費】参加費/22,000円 ★18回・19回全部門共通

共通事項
プレコンの部Ａ( 小 1 〜 3)、Ｂ( 小 4 〜 6)、Ｃ( 中 1 〜 3)

※バレエシューズ又はトゥシューズ ※児童又はジュニアの部との 2 部門参加 OK

児童の部Ｉ( 小 3.4.5)、
Ⅱ( 小 6)
ジュニアの部 ( 中学 1 〜 3 年生 )
シニアの部 ( 高校生以上〜 30 歳まで )
( 五十音順 )
下記FLAP登録審査員から10名前後を予定。

中島伸欣 伊藤範子 大嶋正樹 尾本安代 金田あゆ子 キミホ・ハルバート
キム・ボヨン 佐藤一哉 佐藤崇有貴 高谷大一 橘るみ 西島千博 西山裕子
平塚由紀子 黄 凱 堀内 充 真島恵理 三木雄馬 柳瀬真澄 若生加世子 TAKA 他

プレコンA,B,Cの部/各部門より最優秀賞、優秀特別賞、優秀賞、奨励賞の発表

※プレコン部門参加者全員に賞状・記念楯をご用意しております(裏面参照)
児童Ⅰ・Ⅱの部
各部門 第1位〜第10位及び第1位指導者賞及び優秀指導者賞
ジュニアの部
優秀特別賞(各5名)優秀賞(上記受賞者を含む各部門の6割を目安)
シニアの部 その他、
各スポンサー賞多数

}

エントリー概要
【参加費】春・冬大会 本選審査 22,000円(全部門共通)
夏大会 本選審査プレコンABC,児童ⅠⅡ、
ジュニア予選 22,000円 シニア25,000円
各大会、出場部門によって変わりますので各大会の募集要項をご参照下さい。
2 部門参加費 30,000 円※他割引との併用不可

★前回出場割引(3,000円)、早割(1,000円)、姉妹割(各1,000円)等各割引は上記参加費より割引※併用可(2部門割は除く)
★入金後のご返金は出来ませんが次大会又は次々大会に振替え可能(当日棄権の場合も有効)

2部門参加費/30,000円 3部門参加費/40,000円 4部門参加費/50,000円

※他割引との併用不可

★前回出場割引(3,000円)、早割(1,000円)、姉妹割(各1,000円)等各割引は上記参加費より割引※併用可(2部門割は除く)
★入金後のご返金は出来ませんが次大会又は次々大会に振替え可能(当日棄権の場合も有効)
※2部門参加の場合の申し込みは1部門/5,000円。希望部門のみでOK

(会場/かつしかシンフォニーヒルズ 大ホール)

第 20 回 FLAP 全国バレエコンクール 2017 春
2017/ 3月30日( 木 ) プレコンC/児童Ｉ・Ⅱ /ジュニア /シニア
31日( 金 ) プレコンA・B /児童Ｉ・Ⅱ
10/1より申込み受付開始

大会共通 入場無料 大会スポンサーChacott,Dance Odettoによるセール開催！20〜80％oﬀ

表 彰

通常通り同一大会でプレコン部門との2部門に加え、2大会での2部門(3部門・4部門)でもお得な割引が適用されます！
是非この機会にお得な割引特典をご利用下さい。参加例は以下の通りです

※早割10月10日迄にご応募頂いた方には参加費1,000円割引。
前回出場割引(3,000円割引)との併用OK！最大で4,000円割引。
さらに2大会での参加でも2部門割り適用！3部門割・4部門割可

7/1より申込受付中！

審査員

【FLAP早割申込】2016/10月10日迄にお申し込み頂いた方には参加費1,000円割引

7日( 土 ) プレコンA・B /児童Ｉ・Ⅱ

18回冬・19回新春大会共通

部 門

2部門参加費/30,000円

2017/ 1月6日( 金 ) プレコンC/児童Ｉ・Ⅱ /ジュニア /シニア

【19回新春大会】

2 部門参加でさらにお得！
プレコン部門がさらに充実！ 児童・ジュニアとの
プレコンA：小学1〜3年、B：小学4〜6年、C:中学1〜3年

審査員アドバイスシート付

(会場/タワーホール船堀)

(火)

(会場/かつしかシンフォニーヒルズ大ホール)

ヴァリエーション審査の短時間内では限られれしまう審査をより詳細に！

投稿頂いた動画を拝見しアドバイスシートを作成！今後の参考に！

3月春大会、8月夏大会、12月冬大会

☆参加者には次大会又は次々大会の参加費割引特典付
☆課題曲等随時変更受付ております。申込時未記入ＯＫ
☆万が一棄権等の場合は次大会又は次々大会に振替可能

年間約 2200 名が参加する国内最大級規模の全国コンクール

プレコン部門と児童又はジュニア部門との 2 部門参加で参加費が更にお得！違う演目での参加 OK ！
是非この貴重な機会をそれぞれの目的にご利用下さい！ 2 部門参加費 /30,000 円 ( 通常参加費 22,000 円 /1 部門 )

FLAP コンクール審査員による
音源変更についてのお知らせ！
FLAP アドバイスサポート実施中！

年3回の開催

＆ プレコンクール

もっと踊りたい方に 2 部門参加でさらにお得！

www.ﬂap-ballet.com

ALL J APAN FLAP BALLET COMPETITION

バレエコンクール

充実した内容のプレコン部門〜今後の為に審査員の総評・アドバイスを重視した部門です！

詳細は FLAP で検索

ALL J APAN FLAP BALLET COMPETITION

※棄権等の際、返金可
※2部門参加の場合の申し込みは1部門/5,000円。希望部門のみでOK

※本番用 CD についての注意事項 注；13回春大会より音源がCDに変わりますのでご注意下さい！
・音源は CD とする
・CD は必ず新品の CD をご使用し、CD1 枚に 1 曲のみ録音して下さい。
・録音時にはステレオ録音モードのみ使用して下さい。
注意：オーディオ CD にて録音下さい。デッキ等再生機器にて再生が出来るかご確認下さい。
・全部門本選審査 /2 分 10 秒以内、ジュニア予選 ( 夏大会 )/1 分 10 秒以内で録音
する事※曲は途中で切るか又は時間内で編集可能 ※出はけの時間は除く
・「出のきっかけ」がある方は頭出しにご注意ください。
・参加者は CD 再生エラーに備え、必ず予備の CD をご持参して下さい。
・参加者は必ず CD 本体に氏名、出演 ID、課題曲名を明記して下さい。
・上記注意事項に反した場合は失格となりますのでご注意ください。

※早割12月末迄にご応募頂いた方には参加費1,000円割引。

審査内容

前回出場割引(3,000円割引)との併用OK！最大で4,000円割引。

※詳細はホームページをご覧ください
全部門共通
課題曲ヴァリエーション (2 分 10 秒以内※出はけは除く )

【課題曲】課題曲の指定・制限はございません。

参加費/22,000円

②参加申し込み後、3営業日以内(土日は事務局がお休みになります)にこちらよりエントリー確認のご連絡
を「申込み受付の確認連絡先」を参考にメールまたはFAXにてご連絡致します。→参加費のご入金

※TIMEスケジュールは決定次第、HPにて更新いたします

FLAP バレエコンクール事務局 TEL/03-6231-9699 FAX/03-6410-6688 メール / ﬂapballet@nifty.com

