
公益社団法⼈⽇本ダンススポーツ連盟 ブレイクダンス本部 

 

 ＜問い合わせ先＞ 

公益社団法⼈⽇本ダンススポーツ連盟 ブレイクダンス本部 (https://breaking.jdsf.jp/) 

広報担当︓上野 桂 / jdsf.breaking.pr@gmail.com 

 

 

【メディアインフォメーション】               

2023 年 2 ⽉ 10 ⽇ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第４回全⽇本ブレイキン選⼿権 
【開催と取材のご案内】 

 

公益社団法⼈⽇本ダンススポーツ連盟 

 

 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご⾼配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、来る２⽉ 18 ⽇（⼟）・19 ⽇（⽇）の 2 ⽇間、国⽴代々⽊競技場 第⼆体育館にて「第４回全⽇本ブレイキン選⼿

権（主催︓公益社団法⼈⽇本ダンススポーツ連盟 共催︓NHK）」が開催されます。本⼤会は前年度の全⽇本ブレイキン選

⼿権の優勝・準優勝選⼿や、JDSF BREAKING ブロック選⼿権やマイナビ JDSF ブレイキン ジャパンオープン 2022 な

どの⼤会を対象とした「第４回全⽇本ブレイキン選⼿権 出場ポイントランキング」上位選⼿が⼀堂に会し、2022 年度の

頂点を決定する⼤会です。約１年後に迫るパリ 2024 夏季オリンピックへの出場も期待される男⼥トップ選⼿らの活躍を、

広くお伝え頂きたく、取材にぜひご来場くださいますよう、ご案内申し上げます。 
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■⼤会概要                                     

⼤会名︓第４回全⽇本ブレイキン選⼿権（ジェイディエスエフ ダイヨンカイ ゼンニホンブレイキンセンシュケン） 

主催︓公益社団法⼈⽇本ダンススポーツ連盟（JDSF） 

共催︓NHK 

オフィシャルパートナー︓株式会社ベイエフエム / 株式会社コーセー / 東急不動産ホールディングス株式会社 / カシオ計算機株式会

社 

オフィシャルウェアパートナー︓NIKE 

パートナー︓味の素株式会社 / ⻄川株式会社 

オフィシャルサプライヤー︓株式会社ファクトリージャパングループ / RIMOWA 

オフィシャルメディアパートナー︓PR TIMES / FINEPLAY 

会場︓国⽴代々⽊競技場 第⼆体育館（東京都渋⾕区神南 2-1-1 https://www.jpnsport.go.jp/yoyogi/sisetu/tabid/76/Default.aspx） 

※駐⾞場のご⽤意はありません。あらかじめご了承のほどお願い致します。 

オフィシャルウェブサイト︓https://bit.ly/4th-alljapan-breaking 

 

観戦チケット情報︓好評発売中 ※詳しくはウェブサイトにてご覧ください（https://eplus.jp/sf/word/0000156929） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※｢⼦ども」は⼩学⽣以上〜⾼校⽣以下となります。ただし、⼩学⽣未満でも席を利⽤する場合は⼦どもチケットが必要となります。 

※当⽇券は⼀律 1,000 円アップとなります。当⽇券は、会場にて販売します。 

※予定販売枚数に達した場合、当⽇販売を⾏わない可能性がございますので、予めご了承ください。 

 

放送︓NHK総合 / NHK BS4K ２⽉ 19 ⽇（⽇）16:00〜 NHK プラスで LIVE・⾒逃し配信予定 

※詳しくは BREAKING x NHK ウェブサイトにてご覧ください（https://www3.nhk.or.jp/sports/special/breaking/） 

 

また会場内には、共催の NHK による特設ブースや、15歳以下のダブルダッチやヒップホップのアスリートによる⼤会（Next Generations 

Games http://www.nextgenerations.jp/）なども開催されます。ぜひご注⽬ください。 
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■スケジュール（2023 年２⽉９⽇現在）                                       

■２⽉ 18 ⽇（⼟） 

10:00 開場・メディア受付 

11:00 オープニング 

11:20 ジュニア男⼥プレセレクション 

11:40 オープン男⼥プレセレクション 

12:30 ジュニア男⼥セレクション 

12:50 オープン男⼥セレクション 

14:00 ジュニア男⼥ TOP8 

15:00 ジュニア男⼥ TOP4 

 15:40 オープン男⼥グループリーグ 

18:37 ジュニア男⼥ 3位決定戦 

18:50 ジュニア男⼥決勝 

19:10 ジュニア男⼥表彰 

表彰式終了後、記者会⾒場＜東事務棟内の「会議室５」＞にて、オープンカテゴリー（男⼥各々）１位・２位・３位通過選⼿ 

および、ジュニアカゴテリー（男⼥各々）優勝・準優勝・３位選⼿の囲み取材を⾏います。 

 

■２⽉ 19 ⽇（⽇） ※★印が本資料後半にて記載をしている中継局からの分岐対象になります。  

10:00 開場・メディア受付 

11:00  オープニング 

11:30 ジュニア男⼥混合プレセレクション 

12:30 オープン男⼥ TOP8★ 

14:10 ジュニア男⼥混合 TOP4 

14:35 ジュニア男⼥混合決勝 

14:45 ジュニア男⼥混合表彰 

15:30 メインオープニング 

16:10 オープン男⼥ TOP4★ 

16:52 オープン男⼥ 3位決定戦★ 

17:10 オープン男⼥決勝★ 

17:30 オープン男⼥表彰★ 

表彰式終了後、記者会⾒場にて、オープンカテゴリー（男⼥各々）優勝・準優勝・３位選⼿の囲み取材を⾏います。 

  

※取材規定や撮影可能エリア、新型コロナウイルス感染症 感染防⽌対策については、別項にてご確認をお願い致します。 

※計画の変更や競技進⾏状況により時間が予告なく変更となる場合があります。 

※個別取材はお受け致しかねます。あらかじめご了承のほどお願いいたします。 
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■競技について                                    

■カテゴリーおよび対象 

ジュニアカテゴリー（BBOY / BGIRL）2009年 1⽉ 1 ⽇以後に出⽣した選⼿ 

・シード選⼿（第３回全⽇本ブレイキン選⼿権 ジュニアカテゴリー 優勝・準優勝選⼿） 

・今年度 全⽇本選⼿権 出場ポイントランキング上位 20名 

オープンカテゴリー（BBOY / BGIRL）2008 年 12⽉ 31 ⽇以前に出⽣した選⼿ 

・シード選⼿（第３回全⽇本ブレイキン選⼿権 オープンカテゴリー / ユースカテゴリー 優勝・準優勝選⼿） 

・今年度 全⽇本選⼿権 出場ポイントランキング上位 25名 

 

備考 

※ポイントランキングにシード選⼿がいる場合は、その選⼿を除いたランキング上位者が対象です。同率 25 位⼜は 20 位がいる場合 

も対象者に出場権利を付与します。なお、⽋場選⼿が出た場合でも、次点選⼿の繰り上げ出場はありません。 

※ポイントランキング上位 2 名及び、シード選⼿は全⽇本選⼿権でのプレセレクション（予選１回⽬）が免除となります。 

プレセレクション以降の予選への出場は必要です。 

※詳しくは JDSF ウェブサイト内「全⽇本出場ポイントランキングアップデート（http://bit.ly/jdsf4thnc）」をご参照ください。 

 

■出場選⼿⼀覧 
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詳しくは JDSF 第４回全⽇本ブレイキン選⼿権 オフィシャルウェブサイト（https://bit.ly/4th-alljapan-breaking）内「出場選⼿」を

ご参照ください。 
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■取材規定                                     

[ご取材にあたって＜取材規定＞]  

第４回全⽇本ブレイキン選⼿権は、各社にてご取材をいただいた競技・⼤会会場内での出場選⼿への各種インタビュー・囲み取材など⼀

切の映像および写真の権利は、主催者および共催者が有します。権利者の許可なく、提供や販売などを含め、２次利⽤は⼀切できません。

インターネットを含むすべての中継権利は NHK の独占となります。⼤会の全部または⼀部を主催者並びに NHK の許可なく、中継・配信

することはできません。 

 

■取材エリアについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

会場内ステージ正⾯のスタンド位置に「メディアエリア」を
設置します。このエリアが、カメラの設置可能（三脚可）な
場所、記者席（テーブルなし）となります。 
中央部分には中継局並びに主催者オフィシャルのカメラが
⼊ります。あらかじめご了承ください。 
 

・アリーナレベルでの撮影・取材は、主催者オフィシャルのムービー・スチールおよび中継局に限ります。 

・メディアエリアに、⾳声（オールミックス）ライン分配を⾏います。 

・ステージ裏位置に選⼿ミックスゾーンが設置されますが、スペースの関係上、中継局並びにノンライツ代表１社（スポーツニュース協

会幹事社）のみとさせていただきます。ノンライツ代表局からの素材共有については別途代表局より連絡致します。 

・会場内では選⼿取材はミックスゾーンを除き、⼀切禁⽌となります。また、⼤会関係者や来賓・ゲストへのお声がけはご遠慮ください。 

・会場内で来場者への取材を⾏う際は、他の⽅の観戦や移動の⽀障にならない場所にてお願いいたします。 

・メディアエリアが限られるため、TV カメラ（ENG）、ペン、フォトグラファー各社とも、取材申請に制限を設けさせていただきます。 

詳細は下記項⽬にてご確認をお願い致します。 

・中継局の業務に電波⼲渉を引き起こす可能性がある為、ワイヤレスマイク及びトランシーバーの使⽤は禁⽌します。 

・メディア受付並びに控え室、囲み取材会場は、別棟での⼿配になります。 

 

※上記計画は 2023 年 2⽉ 9 ⽇時点の内容になります。レイアウトの変更など諸般の事情により予告なく変更となる場合があります。 

変更事項などある場合は、受付時にご案内をさせていただきます。ご了承のほどお願い致します。 

拡⼤図 



公益社団法⼈⽇本ダンススポーツ連盟 ブレイクダンス本部 

 

 ＜問い合わせ先＞ 

公益社団法⼈⽇本ダンススポーツ連盟 ブレイクダンス本部 (https://breaking.jdsf.jp/) 

広報担当︓上野 桂 / jdsf.breaking.pr@gmail.com 

 

■メディア受付・控え室・囲み取材会場について 

 
 

・上記マップにてご案内する東事務棟内の「会議室５」が、メディア受付・控え室・囲み取材会場になります。競技会場への⼊場につい

ては、パスが必要となりますので、会場にご来場頂きましたら、受付にお⽴ち寄りください。資料やメディアパスなどお渡しさせて頂

きます。なお、取材時には貴社腕章等をパスとあわせてご着⽤ください。 

・競技会場との移動は、屋外経路での移動となります。上記図にてご確認をお願い致します。 

・控え室には、テーブル・椅⼦の設置がありますが、席数に限りがありますので譲り合ってのご使⽤にご協⼒をお願いします。なお、電

源（壁などのコンセント含む）やWiFi、コピー、モニターなどの⼿配はありません。あらかじめご了承ください。 

・メディア受付（控え室開設）時間 

 2⽉ 18⽇（⼟）10:00〜20:00  2⽉ 19 ⽇（⽇）10:00〜18:30 

・その他、当⽇は主催者ならびに広報スタッフのご案内を遵守ご協⼒くださいますよう、お願い致します。 
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[取材申請にあたって]  

■TV カメラ（ENG）の取材申請について 

・TVカメラ（ENG）の取材申請は、原則としてスポーツニュース協会加盟社に属している⽅からのみ受付いたします。なお、左記の加 

盟社に属している⽅であっても、スポーツ報道・番組制作以外の⽬的での取材はお受けいたしかねます。 

・TVカメラ取材社はメディアエリアが限られているため、各系列１クルー（４名）までとさせていただきます。撮影されたユニ素材は、

系列局・BS・CS のスポーツ報道番組においても同様に使⽤可能です。 

・ステージ裏位置にミックスゾーンが設置されますが、スペースの関係上、中継局並びにノンライツ代表１社（スポーツニュース協会幹

事社）のみとさせていただきます。ノンライツ代表局からの素材共有については別途代表局より連絡致します。 

・19 ⽇の「オープン男⼥ TOP８から表彰式」については、中継局から映像素材の分岐があります。詳細はニュース協会の分岐連絡票で 

ご確認ください。 

・スポーツ報道での使⽤については、スポーツニュース協会認定番組に限り、１番組３分以内*、本⼤会の全⽇程終了後 2023 年２⽉ 20 

⽇（⽉）中に放送開始される番組までは無料で使⽤頂けますが、左記の期⽇以降の使⽤については、映像の使⽤申請および使⽤料が必 

要となります。 

*会場外観などの上記の定義に含まれない撮影映像は、放送可能な 3 分には含みません。 

 

＜中継局からの分岐映像および各局ユニ映像の 2023 年２⽉ 21 ⽇（⽕）以降の映像２次使⽤関するお問合せ・申請先＞ 

NHK報道局・スポーツセンター スポーツ業務管理部 

https://www3.nhk.or.jp/sports/rights/ 

メールアドレス s03001-sports-rights@nhk.or.jp 

 

■ペン記者の取材申請について 

・ペン記者の取材申請は、原則として「運動記者クラブ」「⽇本⺠間放送連盟会員社」いずれかの加盟団体／カテゴリーに属している⽅か 

らのみ受付いたします。なお、左記団体に属している⽅であっても、スポーツ報道以外の⽬的での取材はお受けいたしかねます。 

・１社２名までとさせていただきます。 

 

■フォトグラファーの取材について 

・フォトグラファーの取材申請は、原則として写真記者協会に属している⽅からのみ受付いたします。なお、左記団体に属している⽅で 

あっても、スポーツ報道以外の⽬的での取材はお受けいたしかねます。 

・１社２名までとさせていただきます。 

・会場内にて取材・撮影された写真の販売、フォトグラファーによる動画撮影、競技中のフラッシュ撮影は、いずれも禁⽌します。 

 

[オフィシャル写真のご提供について]  

会場での撮影・取材環境を鑑み、主催者にて撮影するオフィシャル撮影写真素材を、⼤会期間中随時、所定のサーバにアップロードし提

供致します。「©公益社団法⼈⽇本ダンススポーツ連盟」または「©JDSF」のいずれかのクレジットをつけてご利⽤いただけます。 
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対象︓18⽇ ジュニア男⼥ TOP４以降 / オープン男⼥グループリーグ 

   19 ⽇ ジュニア男⼥混合 TOP４以降 / オープン男⼥ TOP８以降 

使⽤期間︓スポーツ報道利⽤に限り使⽤期間の定めなし 

※左記以外の⽤途で使⽤を希望される場合は、公益社団法⼈⽇本ダンススポーツ連盟へお問い合わせください。 

提供⽅法︓⼤会当⽇に配布する資料にてご案内 

 

 

[新型コロナウイルス感染症 感染防⽌対策へのご協⼒のお願い] 

⼤会運営にあたり、新型コロナウイルス感染症予防対策にご理解ご協⼒を頂けますよう、よろしくお願い致します。 

◆事前から当⽇受付時 
(1) 各⾃１週間前から検温を実施し、体調管理をお願い致します。 

※受付時に１週間の体調に問題無いかを含めた、体調確認シート＜携帯電話連絡先など記⼊あり＞に記⼊を⾏なって頂きます。 
(2) 同居家族や⾝近な知⼈に感染が疑われる⽅がいる場合や、⼤会当⽇の体調不良や発熱の場合は来場をお控えください。 
(3)  当⽇受付時に体調確認および検温及び消毒を⾏います。体調不良や発熱が確認された場合は、取材をお断りさせて頂きます。 
 
◆取材時 
(1) ⼤会会場内、施設利⽤、取材時は常時マスクを着⽤し、こまめな⼿洗い、⼿指のアルコール消毒をお願い致します。 
(2) 取材時や施設内（メディアエリア）等では、可能な限りソーシャルディスタンスをとるようお願い致します。インタビュー・囲み

時のディスタンス確保についても、スタッフの指⽰に従っての⾏動に、ご理解ご協⼒をお願い致します。 
(3) 取材中に体調変化がある場合は、速やかにスタッフに報告をお願い致します。 
(4) 表彰式後、囲み取材会場（メディア控え室）にて⾏います。時間は 15分程度を予定しています。 
 
◆⼤会終了後について 
(1) ⼤会終了後１週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、速やかに広報担当へご連絡ください。 
(2) ⼤会参加者・関係者・取材者から発症の報告があった場合は、同関係者への報告・連絡・通知を⾏う場合があります。 
 
 

[取材申請先] 

取材の申請は Google Formにて受付となります。 

下記の URL または QR コードより、専⽤のフォームにアクセスし申請をお願い致します。 

申請は社数およびご取材ご来場者の⼈数など把握ため、 

2023 年 2 ⽉ 16 ⽇（⽊）18:00 までにお願い致します。 

URL︓https://forms.gle/waVc6Xzq9b76v6dK6 

 

取材申請に関するお問い合わせ先︓ 

その他、⼤会取材に関するお問い合わせについては、下記窓⼝・担当者宛にご連絡を頂けますようお願い致します。 

広報担当 上野 桂（090-8506-6377 / jdsf.breaking.pr@gmail.com） 


