
SSDW CONTEST
～高校生対抗ストリートダンス選手権～

全国の高校ダンス部の頂点に立つ
「高校生対抗ストリートダンス選手権」開催！

世界中から注目されるストリートダンスを渋谷から国内外に発信する『Shibuya StreetDance Week 
2018』（SSDW）を11月19日（月）～25日（日）渋谷区内で開催します。SSDWは幅広い客層に支持さ
れる新しい芸術文化としてのストリートダンスの確立と、ストリートダンサーの聖地である渋谷から世界へ
良質なエンタテインメントを発信し、渋谷をより活力に溢れた街にすることを目的としています。

SSDWでは、11月25日（日）に代々木公園にて高校生を対象に、柔軟な発想と共同作業が必須となるチー
ム型のコンテストを通じて、次世代のルーキーの育成・発掘を目的としたSSDW CONTEST（高校生対抗
ストリートダンス選手権）を実施いたします。

リズム・選曲・動きの緩急などを工夫することで特別な【時間】を感じさせること。振付・隊形・衣装など
を工夫することで特別な【空間】を魅せること。みなさんの自由なアイデアで新しい【時空間】を生み出し、
自分自身が・一緒に踊る仲間が・観客の全ての人々が・舞台上の【時空間】に夢中になれるような作品を発
表してください。

《 Shibuya StreetDance Week 2018 開催概要 》

■日付 2018年（平成30年）11月19日（月）～11月25日（日）
■会場 代々木公園（野外ステージ・イベント広場）、渋谷エリア
■主催 アーツカウンシル東京(公益財団法人東京都歴史文化財団)

Shibuya StreetDance Week実行委員会
■共催 渋谷区
■助成・協力 東京都
■お問い合わせ先 Shibuya StreetDance Week 事務局（ファイブメディット株式会社内）

TEL:03-6450-3670 （対応時間:10:00～17:00※土日祝日除く） FAX：03-6450-3062
MAIL: info@streetdanceweek.jp

※『SSDW CONTEST～高校生対抗ストリートダンス選手権～』は11月25日（日）の開催です。

募集要項

※『Shibuya StreetDance Week 2018』の全てのプログラムの内容は、都合により変更になる場合があります。



■プログラム

■日時

■会場

■参加資格

■出場枠

■募集期間

■選考方法

■参加費

■応募方法

■問い合わせ先

SSDW CONTEST～高校生対抗ストリートダンス選手権～

2018（平成30）年11月25日（日）12：30～14：00 （表彰式：14:45～15:00）

※雨天決行・荒天中止（雨天時は内容を変更して実施予定）

※リハーサル（場当たり）は当日行います。

※当日の詳細は参加決定後にご連絡いたします。

代々木公園野外ステージ（東京都渋谷区神南2丁目）

（１）エントリー条件 （①～③の全ての条件を満たしていること）

①申し込みの時点で高校1年生～3年生に在籍していること

②学校公認のダンス部又はみなしダンス部（学校公認の部活動で、活動の中にダンスが含まれる部）

に所属していること

③同一高校の同一ダンス部から1チームのみが申し込んでいること

（２）人数

1チームの人数：5名以上

（３）作品

ステージサイズ：横17m×奥行15m

時間：2分以上2分30秒未満（※規定時間を超えた場合失格）

小道具の使用：自分たちで設置できるものであれば可

登場前30秒、終了後30秒以内で準備撤収できるもの（※準備撤収時間を超えた場合失格）

全国より20チーム

2018（平成30）年7月6日（金）～9月28日（金）

先着順（定員に達し次第応募フォームを閉鎖）

無料

下記2つの方法から1つを選択

1．SSDW公式サイト上のエントリーフォームにて応募 URL：http://www.streetdanceweek.jp

2．エントリーシートをFAX送信にて応募

FAX：03-6450-3062 （Shibuya StreetDance Week 事務局）

Shibuya StreetDance Week 事務局（ファイブメディット株式会社内）

TEL：03-6450-3670 （対応時間:10:00～17:00※土日祝日除く）

FAX：03-6450-3062 MAIL: info@streetdanceweek.jp

募集要項



■優勝特典 「DANCE DANCE ASIA -Crossing the Movements（※） 」
東京公演の鑑賞及びリハーサル見学（12月を予定）
（主催：国際交流基金アジアセンター、株式会社パルコ）

（※） 「ダンス・ダンス・アジア ～クロッシング・ザ・ムーヴメンツ～」は、ストリートダンス（ジャズダンス、コンテンポラ
リーダンスを含む）をキーワードに活動するダンスグループ/ダンサーのアジア域内の交流と共同制作を支援するプロジェクトで
す。国際交流基金アジアセンターと株式会社パルコはアジア域内の新たな文化創造の一端を担うことを目的として、「ダンス・ダ
ンス・アジア ～クロッシング・ザ・ムーヴメンツ～」事業を進めております。
URL：http://dancedanceasia.com

■審査方法

suzuyaka

幼少期からバレエ、 JAZZを始め、
その後HIPHOPやLatinへと幅を広げ、
現在は都内や地方でのshowや舞台に
出演。インストラクター、振付師とし
て活動するほか、『嵐』の楽曲のPV
出演や青山テルマのバックダンサー等
も務める。

AKIHITO
(ENcounter ENgravers)

攻撃的なダンスを武器に若手を中心と
して構成されたHIPHOP CREW
「ENcounter ENgravers」のリー
ダー。メンバーは東京を中心に全国総
勢150名を超え活動している。
『Legend Tokyo Chapter.6』最優秀
作品賞"レジェンド"賞を受賞。

■審査員

審査員による投票の総合点により審査

AKIHITO(ENcounter ENgravers) / suzuyaka / YULI(魁極龍/Ḍākinee/Nicol.Crossence)

募集要項

3歳からクラシックバレエを習い中学
生でストリートダンスに出会う。
HIPHOP、JAZZを習い続けた後
高校生の時にPOPPING、
ANIMATIONを始める。その後LAに
ダンスを学びに行きLAで主流の
ANIMATIONスタイルを学ぶ。

YULI
(魁極龍/Ḍākinee/Nicol.Crossence)



NO 学校名
1 宝仙学園高等学校女子部
2 神奈川県立大和西高等学校
3 東京都立北園高等学校
4 横浜創英高等学校
5 東野高等学校
6 東京立正高等学校
7 埼玉県立杉戸高等学校
8 日本工業大学駒場高等学校
9 光明学園相模原高等学校
10 千葉県立柏井高等学校
11 武蔵野高等学校
12 神奈川県立鎌倉高等学校
13 東京都立葛飾商業高等学校
14 私立大西学園高等学校
15 東京都立足立新田高等学校
16 日本体育大学荏原高校
17 東京都立荒川商業高等学校

学校名
宝仙学園高等学校女子部
神奈川県立大和西高等学校
東京都立北園高等学校
横浜創英高等学校
東野高等学校
東京立正高等学校
埼玉県立杉戸高等学校
日本工業大学駒場高等学校
光明学園相模原高等学校
千葉県立柏井高等学校
武蔵野高等学校
神奈川県立鎌倉高等学校
東京都立葛飾商業高等学校
私立大西学園高等学校
東京都立足立新田高等学校
日本体育大学荏原高校
東京都立荒川商業高等学校
二松学舎大学付属高等学校

11月19日SSD CONTEST
SHIBUYA STREET SHOW

カウント

チラシ配布枚数
アンケート回収

TALK SHOW

カウント

チラシ配布枚数
アンケート回収
FRESH 視聴者数

■2017年 出場高校

������� 学校名
� さいたま市立大宮北高等学校
� 浦和学院高等学校
� 東京都立荒川商業高等学校
� 埼玉県立大宮東高等学校
� 二松学舎大学付属高等学校
� 東京立正高等学校
	 東京都立葛飾野高等学校

 宝仙学園高等学校女子部
� 神奈川県立大和西高等学校
�� 東京都立竹早高等学校

神奈川県立鎌倉高等学校
日本体育大学日体荏原高等学校
東京都立上野高等学校
東京都立清瀬高等学校
東野高等学校
群馬県立安中総合学園高等学校
東京都立武蔵村山高等学校
高木学園女子高等学校
日本工業大学駒場高等学校

■2015年 出場高校

n 優勝：東野高等学校
n 準優勝：二松学舎大学付属高等学校

n 優勝：二松学舎大学付属高等学校
n 準優勝：私立大西学園高等学校

■2016年 出場高校

n 優勝：二松学舎大学付属高等学校
n 準優勝：トキワ松学園高等学校

過去実績

学校名
三田国際学園 TIME
神奈川県立大師高等学校 11:00～12:00
埼玉県立杉戸高等学校 12:00～13:00
上野学園高等学校 13:00～14:00
神奈川県立横須賀明光高等学校 14:00～15:00
東京都立飛鳥高等学校 15:00～16:00
目黒学院高等学校 合計
東京都立北園高等学校
二松学舎大学付属高等学校
東野高等学校
東京都立光ヶ丘高等学校
東京都立葛飾商業高等学校
北九州市立高等学校
東京都立東村山西高等学校
高木学園女子高等学校
トキワ松学園高等学校
東京都立葛飾総合高等学校
東京都立杉並高等学校
群馬県立安中総合学園高等学校

12月3日
代々木公園（カウント）

BATTLE PARK
参加者

BLUE STAGE参加者
SSDW CONTEST参加者

チラシ配布枚数
プレス来場者

アンケート回収


