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本日のアジェンダ

・HHI JAPANおよび大会について

・日本大会規定・規約に関する変更点

・コロナ禍における大会運営へのご協力

・参加要項の説明
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HHI JAPANとは

・HIP HOP INTERNATIONAL JAPAN（組織名）の略称

・本部はHIP HOP INTERNATIONAL  通称HHI（アメリカ）

・国内で唯一、HHIに関するライセンスを保有しているのがHHI JAPAN

ライセンス元
HIP HOP INTERNATIONAL

本部：アメリカ
代表：Howard Schwartz

日本国内
での
活動

ライセンス権

国内で唯一のライセンス保持団体
HIP HOP INTERNATIONAL JAPAN

本部：東京浜松町
代表：佐々木恵美子

事務局：株式会社トッパントラベルサービス

MICE事業部内

事務局長：MICE事業部長 大澤 眞志

HIP HOP INTERNATIONAL JAPAN 事務局

（HHI JAPAN 事務局）

東京都港区浜松町2-6-2 浜松町262ビル

企画・広報・イベントプロデュースチーム：西川 正崇 関塚 希穂

トラベルコーディネーションチーム：坂本 賢治

海外渉外・公演マネジメントチーム：下条 健

連携

HHI JAPANおよび大会について



HHI（本部）とは

・2002年設立 拠点はロサンゼルス

・代表：Howard Schwartz

・UNITING THE WORLD OF HIP HOP THROUGH DANCE

ダンスを通じて世界を一つに！

・数々のダンス大会をプロデュース

・世界中へテレビ放送などを通じて100か国以上で知られている

・HHI 主催する大会の一つが、WORLD HIP HOP DANCE CHAMPIONSHIP

HHI JAPANおよび大会について



WORLD HIP HOP DANCE CHAMPIONSHIPとは

・まさに、HIP HOP DANCE（競技ダンス）の世界最高峰の大会！

・世界約70か国以上が参加する大会

・この大会で優勝したクルーには、海外からイベント出演のオファーが

来るなどダンス業界内での評価が高い

HHI JAPANおよび大会について

新部門高校生以下メガクルー（JVメガクルー）の設立や、HHIへ新規加盟国の増加、

ジャッジ制度の見直しなど、進化を続け世界からも注目されています



ALL JAPAN HIP HOP DANCE CHAMPIONSHIPとは

・世界大会出場をかけた、国内代表選考会です！

・スポーツ庁 後援

・オーバー40部門除く各カテゴリーの上位3クルー（チーム）が

世界大会への出場権を獲得できます

・本年は2022年4月16日（土）によこすか芸術劇場大劇場にて開催

HHI JAPANおよび大会について



HHIの考えるストリートダンスとは

・時代や流行に応じて、様々なスタイルを取り入れることが認められている

・ロック、ポップ、ハウス、クラブダンス、HIP HOPダンス等 様々なスタイルが認められている

・特にWORLD HIP HOP DANCE CHAMPIONSHIP（国内大会含む）では

3つ以上のダンススタイルのルーティンが含まれていないと高い得点が得られません

・参照：採点基準 P5 ストリートダンススタイルのバラエティ性

ストリートダンススタイルリスト等の記載もあり

上記のスタイル名は説明上分かりやすく記載したもので、正式な言葉ではありません。

HHI JAPANおよび大会について



WORLD HIP HOP DANCE CHAMPIONSHIPが注目される理由

・フィギアスケートのような正確で公正な審査と評価

客観的な採点基準：公式ルールと採点基準がすべて

（正確なテクニック・パフォーマンス）

HHI公認審査員 ：審査に関する講習と試験をクリアし、資格を持った審査員のみが審査

持っている資格によっても審査員のレベルや、審査できる大会の

種類が異なるなど大きな審査制度見直しが実施されました

スタイルの集約 ：様々なダンススタイルを時間内に集約し表現することが必要

・様々な交流機会の創出

ダンサーとの交流 ：世界のダンサーとの交流やワークショップの開催

全世代の活躍 ：日本からはOVER40部門の参加等、全世代が楽しめる大会

HHI JAPANおよび大会について



WORLD HIP HOP DANCE CHAMPIONSHIPが注目される理由

必ず、採点基準と大会規定には目を通して、演技（ルーティン）を作られることを強くお勧めいたします

今年から新しく追加されている項目もありますので、

大会サイトのルール・規定よりダウンロードいただきご確認ください

HHI JAPANおよび大会について
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新部門設立について

日本大会規定・規約に関する変更点

高校生以下メガクルー（JVメガクルー）部門が新設されました

・人数制限は10名から40名以下

・年齢制限は7歳から17歳以下

・競技時間は2分30秒～3分30秒

・メンバーの1/3以下であればメガクルー部門との重複エントリーも可能



年齢基準の変更

従来の年齢制限ルールへ変更となります

日本大会規定・規約に関する変更点



年齢基準の変更

従来の年齢制限ルールへ変更となります

日本大会規定・規約に関する変更点

・年齢が、２つの部門にかかる場合、自分の年齢が入っている
どちらかの部門か、もしくは対象となる全部門を選択し参加可能。

例1：12歳のメンバーが大会年度（2022年12月31日まで）内に
13歳になる場合は、ジュニア部門またはバーシティ部門の
どちらか、または両部門を選んで参加することが可能。

例2：17歳のメンバーが大会年度（2022年12月31日まで）内に
18歳になる場合は、バーシティ部門またはアダルト部門の
どちらか、または両部門を選んで参加することが可能。
※高校生以下メガクルー（JVメガクルー）部門にも
エントリー可能。

・同じ部門の中で複数のクルーに重複して参加することは不可。



演技エリアの変更

日本大会規定・規約に関する変更点

高校生以下メガクルー（JVメガクルー）、 メガクルー、オーバー40

上記3部門のみ変更となります



オーバー40部門の変更

・世界大会への審査基準・出場資格

国内大会で1位になったのち、本部審査へ

・構成人数
5名から40名

・年齢制限
全員40歳以上

・演技時間
1分55秒から2分05秒（バーシティ、アダルトと同じ）

日本大会規定・規約に関する変更点



衣装・小道具についての変更

「ストリートダンスの背景をよく理解した上で、服装・衣装、靴、アクセサリー等は全員が100%統一

する必要はなく、それぞれの個性・多様性を服装・衣装、小道具に取り入れることで高い得点を獲得

することができる。」（規定・規約2022年版 p.5 衣装・小道具について 3より）

日本大会規定・規約に関する変更点

例：Hip Hop International JUNIOR Division Awesome JUNIOR from Thailand
https://www.youtube.com/watch?v=-HAf9S0fZyU&list=PL00W-

8JtTRbxN_QJtmUozXUnVUh-76kyD&index=48

衣装・小道具について下記文言が追加されました

得点にも関わる部分となっております

https://www.youtube.com/watch?v=-HAf9S0fZyU&list=PL00W-8JtTRbxN_QJtmUozXUnVUh-76kyD&index=48


衣装・小道具についての変更

「ストリートダンスの背景をよく理解した上で、服装・衣装、靴、アクセサリー等は全員が100%統一

する必要はなく、それぞれの個性・多様性を服装・衣装、小道具に取り入れることで高い得点を獲得

することができる。」（規定・規約2022年版 p.5 衣装・小道具について 3より）

日本大会規定・規約に関する変更
点

https://www.youtube.com/watch?v=-
HAf9S0fZyU&list=PL00W-
8JtTRbxN_QJtmUozXUnVUh-76kyD&index=48



優勝特典について

日本大会規定・規約に関する変更点



優勝特典について

日本大会規定・規約に関する変更点

賞金または航空券について
・賞金、航空券は、海外渡航補助金としての位置づけとなります
・オフィシャルツアーでの渡航にのみ充当が可
・アメリカ大会出場辞退した場合でも現金への換金等は不可
・また、何らかの形で世界大会が実施されなかった場合も、賞金・航空券の提供はありません
・優勝クルーが世界大会出場を辞退した場合、2位・3位のクルーへの繰り越しも行いません

航空券についての補足
・1クルーにつき1名のみが対象

オーバー40部門について
・国内大会通過後、本部での追加審査を行うことを前提といたします
・国内大会で優勝しても、世界大会でのパフォーマンス披露ができない場合がある
・優勝クルーが辞退した場合でも順位繰り下げでの推薦は行いません

優勝特典に関する注意事項



バトルについて

・本年はバトルを開催いたします

・開催概要や申し込み詳細については後日発表

日本大会規定・規約に関する変更点
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マスク利用の考え方について

・マスクはコロナ対策としてのみ着用を認めます

・終始マスクを着用するか、終始マスクを外すかを選択し、演技を行ってください

・マスクを取り外した、取れた場合（意図したか・意図せずかに関わらず）

小道具使用とみなし、減点の対象とします（-0.25点）

・高校生以下メガクルー（JVメガクルー）・メガクルーにおいても、小道具として

マスクを使用することも禁止とします

・会場内ではマスクを取り外してもよいエリアの設定を行います（舞台裏のみ）

マスク用の小袋を受付で配布する予定です

コロナ禍における大会運営へのご協力



表彰式について

・表彰式において旗などを投げ込む行為を禁止します

・昨年同様代表者2名のみ舞台上に上がる方法で現在検討を進めておりますが、

今後の感染拡大状況によっては座席に座った状態での表彰式とする可能性もあり

・メダルの授与は行いません

・表彰状と盾を後日発送いたします

コロナ禍における大会運営へのご協力



当日の会場入り

・時間を区切って、各カテゴリーごとに集合時間を設ける予定です

・できるだけ、会場へ来る前に、準備体操やアップを地元またはそれ以外の場所で

実施をしてから会場へ入ってください

・指定した場所・時間以外での会場内でのウォーミングアップ、ストレッチを含む活動は禁止します

接触の確認ができない観点、他チームとの差が生まれないような観点から禁止です

・ホール敷地内でのアップも周辺の迷惑防止の観点から、禁止とします。

・受付において問診票の提出を義務付けます（フォーマットは後日公開）

コロナ禍における大会運営へのご協力



場当たりについて

・各クルーに3分以上（高校生以下メガクルー（JVメガクルー）・メガは5分以上）の

時間の確保を予定しております

・1度はフルで踊れるよう時間配分を行います

コロナ禍における大会運営へのご協力



更衣室について

・事前に更衣を行ってから来場するなどの対策にご協力をお願いします

コロナ禍における大会運営へのご協力

更衣室の利用可能人数を制限します



検温等の規定

・入口でサーモグラフィーによる検温を実施します

・検温にて37.5度以上の選手・関係者がいたチームは出場を取り消します

1度37.5度以上となった選手は、専用の隔離ルームで20分程度安静したのち再度検温します

再度37.5度以上となった場合、チームの出場取消となります

・参加費は半額返金とします

・当日必ず検温を行ってから会場へ来るようにしてください

コロナ禍における大会運営へのご協力



アップ可能な時間の目安

・アップが可能な場所は以下3か所に設定します

リハーサル室 7m×7mを6面で運用します（メガとオーバー40は7m×14m 3面）

舞台袖 7m×14mを2面で運用します

小劇場 7m×7mを2面で運用します

・アップ可能な時間は以下を目指し確保します

リハーサル室 約15分程度 参加クルー数によって変動しますのであらかじめご了承ください

舞台袖 約5分程度 参加クルー数によって変動しますのであらかじめご了承ください

小劇場 約15分程度 参加クルー数によって変動しますのであらかじめご了承ください

コロナ禍における大会運営へのご協力

※同じカテゴリーの別クルーと同時に同じ部屋でアップとなる場合があります

※オーバー40は人数に応じて7m×7mとなる場合もあります



アップ可能な時間の目安

舞台面

コロナ禍における大会運営へのご協力

競技エリア 10.97mx12m



アップ可能な時間の目安

リハーサル室

コロナ禍における大会運営へのご協力



アップ可能な時間の目安

ベイサイドポケット（小劇場）

コロナ禍における大会運営へのご協力

アップ
A面

アップ
B面

各面
およそ7m×7m



本番中について

・アップ可能な時間および、舞台袖での待機時間を除き

本番中は指定された選手席で待機をお願いします

・待機時間はオープン10分前の全体ブリーフィング～

本番終了時までとします

・各チームごとのブロック指定を行う予定です

・保護者との接触もおやめください。

・座席レイアウトは、ホール規定ルールにのっとります。

現状は昨年同様5人まで連続着席し、横を1席空けるレイアウトを想定しております

座席表は現状の想定のため
レイアウトは変更になる可能性があります

コロナ禍における大会運営へのご協力
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お申込みの前に

大会サイトより開催概要・登録手順・ルール・規定をよくご確認ください
大会ページQR



お申込みの前に

大会サイトのルール・規定ページより規定・規約と採点基準を
ダウンロードいただきまして、必ずお読みください



エントリー期間

3/7(月) 10:00 ～ 3/18(金) 18:00まで

1.申込登録専用サイトからのエントリー
（クルー情報の登録）

2.各種申込書類(3種類)のアップロード
3.参加費用の振込

申込登録専用サイトからのWebにてお申込みいただき、手順1～3を上記期間中にお済ませください



ご注意いただきたい点

①各クルー毎のエントリーとなります
※同じダンススタジオの所属であっても、必ずクルー毎にお申込み手続きをお願いいたします

②エントリーは全てWeb登録となります
※Web登録時に、下記3点をアップロードしてください
①メンバーリスト
②曲目リスト
③同意書（全員分）

③3/7(月) ～ 3/18(金)に参加費のご入金をお願いします
※入金確認までできた順で、演技順が決定いたします
申込手続きが最も早くに確認できたクルーの演技順は最後となり、申込手続きが
最も遅いクルーの演技順は１番目となります

※2021年日本大会ディフェンディングチャンピオンは自動的に演技順が最後となります



申込書類のダウンロード方法

大会サイトより、３点の申込書類をダウンロードしてください

https://alljapan2022teampage.hhijapan.com/youkou/大会サイト・登録手順

大会ページ・登録手順QR

https://alljapan2022teampage.hhijapan.com/youkou/


申込書類について

①クルーメンバーリスト ②曲目リスト ③同意書

各クルー毎のエントリーとなります。クルー毎に3点の書類をご準備ください
※同意書にはメンバー全員の直筆サインが必要となります



クルーメンバーリストついて

※各クルー、メンバー毎に一枚ずつご記入ください。

※クルー構成メンバー全員の氏名、ふりがな、生年月日を
ご記入ください。

※参加カテゴリー数の欄は、数字選択が可能となっております。
複数クルーにエントリーするメンバーは、「2」or 「3」 or「4」を
選択してください。
あわせて、重複するカテゴリー番号とクルー名をご記入ください。

※複数クルーにエントリーしている場合、必ず全てのクルーメンバー
リストへ情報の入力をお願いします。
全てのクルーメンバーリストに情報が入力されていない場合、
参加費合計が正しく表示されませんのでご注意ください。

※複数クルーにエントリーするメンバーの参加費は、
原則として、カテゴリー番号が小さいクルーにて、
お支払いください。



同意書について

※クルーメンバー全員の直筆署名が必要となります。

※一人一枚ご記入ください。

※メンバーが未成年の場合は、保護者様もご署名ください。

※直筆署名後、スキャンをしていただきまして、
お申込みサイトにアップロードしてください。

※原本は、郵送していただく必要はございません。

※原本は、8月の世界大会が終了するまで、各所属先にて
保管ください。
後日、確認させていただく場合がございます。



エントリー方法について

大会サイト内「参加申込みページはこちら」をクリック

申込サイトへ移行します

必要事項を入力・提出書類をアップロードし、申込は完了です



参加費の振込先口座

参加費は、3/18(金) 18:00までに下記口座にお振込みください

三井住友銀行 浜松町支店 (普通)6900465
(株)トッパントラベルサービス HHI JAPAN事務局
ｶ) ﾄﾂﾊﾟﾝﾄﾗﾍﾞﾙｻ-ﾋﾞｽ ｴｲﾁｴｲﾁｱｲ ｼﾞﾔﾊﾟﾝｼﾞﾑｷﾖｸ

参加費用： 1部門に参加する場合：5,500円（税込）
2部門に参加する場合：8,000円（税込）
3部門に参加する場合：10,000円（税込）
4部門に参加する場合：11,500円（税込）

※1名当たり

※参加完了後に参加人数が減った場合でも返金は致しかねますので、ご了承ください

※振込手数料は、参加者負担となります



使用音源の提出について

使用する音源は、【Mp3】または【Wave】データにて、メールにてお送りください
本年より【Wave】形式での提出も可能となりました

メールアドレス：hhijapan@tts.co.jp

締切：3/25(金)18:00まで

ファイル名には必ず、【クルー名】と【部門】を明記してください

締切後の音源提出や、音源差し替えは不可となっておりますので、ご注意ください



お申込み完了後のメンバー変更規定

3/18(金) 18:00以降のメンバー変更は、世界大会ルールが適用となります

・5人～6人編成クルー：2人までのメンバー変更が可能

・7人～9人編成クルー：3人までのメンバー変更が可能

・ミニクルー：1人までのメンバー変更が可能

・高校生以下メガクルー/メガクルー/オーバー40：メンバー数の3分の1までの変更が可能
※小数点以下は切り捨てとする
※40名のクルーは、13名まで変更可能

病気、ケガ等やむを得ない理由でメンバー変更を行う場合は、大会事務局に連絡し許可を取ること



情報取得方法

ホームぺージ、LINE、Facebook、Twitter、Youtubeなどから情報を取得可能です

公式Twitter
https://twitter.com/hhijapan

公式Facebook
https://www.facebook.com/hhijapan/

オフィシャルFacebookページQR

大会ページ
https://alljapan2022teampage.hhijapan.com/

大会ページQR

公式YouTube チャンネル名：HHI-JAPAN
https://www.youtube.com/channel/UCWXx9vowMrnJDaxGKpE-CIg

オフィシャルYouTubeQR

オフィシャルLINEQR

公式LINE
https://lin.ee/X3DQKsn

公式FacebookページQR

https://twitter.com/hhijapan
https://www.facebook.com/hhijapan/
https://alljapan2022teampage.hhijapan.com/
https://www.youtube.com/channel/UCWXx9vowMrnJDaxGKpE-CIg
https://lin.ee/X3DQKsn


皆さんのご参加を心よりお待ちしております


