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Shibuya StreetDance Weekは

幅広い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に開催される

国内最大規模のストリートダンスの祭典です。

Shibuya StreetDance Week 2020は、新型コロナウイルスの感染拡大状況を踏まえ
ご来場のお客様・出演者・参加者・及びスタッフ・関係者の安全面を最優先し

例年実施している代々木公園での開催は見送り、インターネット配信によるオンラインイベントにて開催します。
※詳細は随時公式ウェブサイトにて公開します。

《 Shibuya StreetDance Week 2020 開催概要 》

※プログラムの内容は都合により変更となる場合があります。

2020年（令和2年）11⽉1⽇（⽇）〜11⽉7⽇（⼟）＊各配信⽇から1週間限定でアーカイブ化、⾒逃し配信あり
公益財団法⼈東京都歴史⽂化財団 アーツカウンシル東京

Shibuya StreetDance Week実⾏委員会
東京都
Shibuya StreetDance Week 事務局（ファイブメディット株式会社内）

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

■開催⽇
■主催

■助成・協⼒
■お問い合わせ先



ONLINE 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︕

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ストリートダンス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）をオンラインにて実施しま
す。

今回のSSDW CONTESTは、自身の所属する学校のダンス部をPRするダンスパフォーマンス映像作品を募集。
地域を問わず全国から参加できます。ダンススキルだけではなく、撮影や編集などのオリジナリティも問われます。

01 同じ学校のダンス部/同好会で構成されたメンバーでオリジナルのダンスパフォーマンス映像を撮影してください。
※過去に他イベント等に参加した際の映像やコピーダンスは不可。

02
エントリー後に自動返信メールにて、指定音源がダウンロードできるURLをお送りします。
指定音源から楽曲を選択し、3分以内の映像作品を制作してください。
撮影場所は所属するダンス部の学校内で行ってください。※撮影にあたっての注意事項を必ずご確認ください。

03 映像作品が完成したら、データアップロードサービスを使用して、アップロードした動画のURLを上記エントリー後の
自動返信メールにて送付し応募完了となります。

04 運営事務局にて1次審査を行い、10校の作品が2次審査へと進出となります。
審査結果はメールにてご連絡させていただきます。※審査結果に関するお問い合わせは受付できません。

05 1次審査を通過した10校の作品は、SSDW公式YouTubeチャンネルにて公開します。
同時にSSDW公式ウェブサイトにてオーディエンス投票を開始し、上位3校が最終審査に進出となります。

06
SSDWの初日である11月1日（日）に、審査員がオンラインイベント内で最優秀作品を決定。
審査のポイントや映像作品として優れている点などをトークにて解説します。最終審査まで残った上位3校のダンス部の
代表者にはオンラインイベント内にてビデオ生出演をしていただき、審査員とクロストークを行います。



映像について

・完全オリジナル作品かつ未発表作品であること。

(※過去に参加したイベント等の映像やコピーダンスは不可です。)

・規定時間【3分以内】(※規定時間を超えた場合は失格)

・撮影場所は所属するダンス部の学校内で行ってください。

・常時出演者全員が画面に映っていなくても問題ありません。

・加工、編集、舞台照明などの演出は可能となります。音の加工、修正、動画の繋ぎ合わせやエフェクト、トランジション

等の処理はすべて自由です。

・撮影媒体の指定はありません。撮影方法は自由です。

・mp4またはmovのデータ形式でご提出ください。

・データアップロードサービスを使用してアップロードしたURLをエントリー後の自動返信メールに返信する形でご提出

ください。

楽曲について

エントリーフォーム入力後、自動返信メールにて、指定音源がダウンロードできるURLをお送りしますので、その中から

楽曲をダウンロードの上ご使用ください。使用にあたっては、以下の注意事項をよくお読みください。

【注意事項】

・規定時間内であれば、複数楽曲の選択も可能です。

・複数楽曲を編集して繋げること(MIX)も可能です。

・指定音源以外の楽曲・音源をミックスすることは不可とします。

※効果音などのサウンドエフェクト音も例外ではありません。必ず指定楽曲のみを使用して映像を制作してください。



審査⽅法について

（1）1次審査：ビデオ審査

運営事務局が厳正なビデオ審査を行い選定します。

上位10校が、2次審査に進出します。

（2）2次審査：オーディエンス投票

1次審査を通過した10校の作品がSSDW公式ウェブサイトに掲載されます。

SSDW公式WEBウェブサイトからオーディエンス投票が可能です。得票数上位3校が最終審査に進出します。

・投票期間：2020年10月11日(日)11:00 ～ 10月25日(日)23:59 

→ 10月23日(金)11:00 ～ 10月27日(火)23:59

・各作品に対して、1日1人1票投票が可能

・毎日24時を過ぎると、新たに翌日の投票ができるようになります

・毎日最新の集計結果が更新され、SSDW公式WEBウェブサイトに表示されます

※IPシークレットモードなどは投票対象外となります

(3) 最終審査：審査員

審査員がオンラインイベント内で審査します。

審査員の審査方法は完全得点制となります。審査のポイントは次の3つです。

① スキル：技術、難易度などダンスに関する全てと撮影技法や編集技術などの映像に関するクオリティ

② パフォーマンス：構成・音楽・ビジュアル・表現力などの作品能力

③ インパクト：テーマに沿ったオリジナリティ・完成度・エンターテインメント性など映像作品としてのインパクト

各項目10点満点の合計30点で採点します。最も得点の高い作品が最優秀作品となります。



募集要項

■プログラム ONLINE SSDW CONTEST

■参加資格

（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またはみなしダンス部(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。

　※ 同⼀⾼校の同⼀ダンス部からの複数チームのエントリーは可能です。

　③ 募集要項及び注意事項、禁⽌事項を確認、同意の上参加すること。

（２）⼈数
　2名以上。映像内の総出演⼈数に上限は設けません。

　ただし3密にならないよう1シーンの⼈数は制限の上、画⾯分割やリモート出演をするなどの、映像作品上での⼯夫を⾏ってください。　

　

　※注意事項を必ずお読みください。

（３）⼩道具の使⽤
　周囲に迷惑を掛けない程度かつ⾃らで設置できるものであれば可とします。

（4）その他
　11/1(⽇)の最終審査当⽇、19時〜20時の間でダンス部の代表者にビデオ⽣出演をお願いさせていただきます。

■出場枠
【対象地域】　全国

【募集枠】　制限無し

■スケジュール

・作品募集期間︓2020年9⽉9⽇(⽔) 17:00〜10⽉5⽇(⽉) 23:59 → 10⽉20⽇(⽕) 23:59
・1次結果発表︓2020年10⽉9⽇(⾦) 12:00 → 10⽉23⽇(⾦)11:00
・2次審査投票期間︓2020年10⽉11⽇(⽇)11:00 〜 10⽉25⽇(⽇)23:59 → 10⽉23⽇(⾦)11:00 〜 10⽉27⽇(⽕)23:59
・投票結果発表︓2020年10⽉26⽇(⽉) 12:00 → 10⽉28⽇（⽔）12:00
・最終審査・結果発表︓2020年11⽉1⽇(⽇) 19:00〜 ⽣配信のオンラインイベント内にて

■参加費 無料

   1．SSDW公式ウェブサイトアクセスし、募集要項、注意事項、禁⽌事項を確認

   2.　エントリーフォームの⼊⼒

   3．⾃動返信メールの到着を確認

　　※必ず contest@streetdanceweek.jp のアドレスを受信できるように設定してください。

   4.　映像作品完成後、⾃動返信メールに返信形式で作品を提出

　 ※事務局にてデータ確認後、作品提出完了のご連絡を差し上げます。

■優勝特典 SSDW出演ダンサーによるスペシャルワークショップ（予定）

■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 （10:00〜17:00※⼟⽇祝⽇除く）
FAX︓03-6450-3062　MAIL: info@streetdanceweek.jp

※映像作品の制作に関するご質問はメールでお問い合わせください。

■応募⽅法



注意事項

【感染症対策について】
・必ず3密（密閉・密集・密接）を避けて撮影してください。
・換気の良い場所での撮影をお願いいたします。
・出演者の方は映像作品内でも飛沫拡散防止のため「鼻と口」を抑えるまたは隠す等のご協力をお願いいたします。
マスク着用やフェイスシールド装着、衣装の一部として鼻と口を隠す衣服なども可とします。
またそれらの着用による息苦しさの運動強度を調節し、熱中症対策の観点からも適時休憩を入れ、十分な水分補給を
行い撮影してください。
・映像作品内のダンス演技の構成は、なるべく演者同士の身体的接触がないように必ず工夫をしてください。
・小道具や衣装等を出演者同士で共有しないようにお願いします。
・撮影実施前は出演者全員の体温測定(検温)を実施し、37.5°C以上の発熱や体調不良のある出演者が発覚した場合、
当日の撮影はお控えください。
・手洗い、うがい、手指のアルコール消毒、換気の徹底、飛沫拡散防止、体温測定など基本的な感染症予防対策につい
ては、各学校の部活動、課外活動のガイドラインに沿って、撮影や練習を実施するようお願いします。
・上記の基本的感染症対策を行っていない撮影、作品においては、主催者の判断により参加資格が取り消しになるなど、
審査に影響する場合がございますので予めご了承ください。

【撮影について】
・学校に関連する施設で撮影を行う場合、使用許諾を必ず取得してください。
・撮影が禁止されている場所、および危険な場所での撮影はお控えください。
・法令に違反・抵触する方法・行為は絶対に行わないでください。また、大声を出す・大音量で音楽を流す、道を塞ぐ
など、第三者に迷惑になる行為は控えて、撮影を実施してください。
・上記の場合の他、応募作品に第三者の権利(知的財産権を含む)が含まれる場合、必ず応募前に権利者から当該権利の
使用につき、使用許諾を得てください。
・応募者は、応募作品について自らが応募することについての適法な権利を有していることおよび応募作品が第三者の
一切の権利を侵害していないことについて主催者に対し表明し、保証するものとします。

【個人情報の取り扱いについて】
当プロジェクトで取得した応募者の個人情報(投稿動画、メールアドレス)は、個人情報の保護に関する法律当を遵守し、
主催者の「プライバシーポリシー（https://www.streetdanceweek.jp/privacy-policy）に従って厳重に取り扱います。

・応募者の個人情報は、応募者からのお問合せ等に対する回答のご連絡、および主催するONLINE SSDW CONTEST
のご案内に利用させていただきます。
・利用目的の達成に必要な範囲内において第三者に個人情報の取扱委託を行う場合または法令等で開示が求められた場
合を除き、事前に応募者の同意を得ずに第三者に提供することはありません。

※撮影にあたっての注意事項となります。必ずご確認ください。



禁止事項

主催者は、応募者が当プロジェクトの応募に際して、以下に定める行為(それらを誘発する行為や準備行為を含む)を行うことを

禁止します。主催者がかかる禁止行為を発見した場合、主催者は当該禁止行為をした応募者への通知または同意なく、当該禁止行為

の結果につき、当該禁止行為の結果もしくは効果を除去する措置をすることができるものとします。主催者は、当該措置を講じたこ

とによって応募者に生じた損害につき、一切責任を負いません。

(1) 他の応募者もしくは第三者もしくは主催者の財産権やプライバシーを侵害する行為、または侵害するおそれのある行為

(2) 他の応募者および第三者もしくは主催者を誹謗または中傷したり名誉を毀損する行為、またはそれらのおそれのある行為

(3) 他の応募者もしくは第三者もしくは主催者の知的財産権(著作権・意匠権・特許権・実用新案権・商標権・肖像権・その他)を

侵害する行為、または侵害するおそれのある行為

(4) 有害なコンピュータープログラム等を送信、または書き込む行為、または不正な手段でアクセスする行為

(5) 公序良俗に反する行為、犯罪行為、青少年の心身に悪影響を及ぼす行為およびそれらの内容を含む応募作品での応募

またはそのおそれのある行為

(6) 主催者に承認なく、当プロジェクトを通じてまたは当プロジェクトに関連して営利を目的とする行為、またはその準備を

目的とする行為

(7) 選挙活動、またはこれに類する行為、その他政治もしくは宗教に関する行為

(8) その他、当プロジェクトの運営を妨げるような行為

(9) 第三者になりすまして当プロジェクトに応募し、または当プロジェクトを利用する行為

(10) 日本国の法令に違反する行為

(11) 当サイトまたはそのWebサーバーのセキュリティホールやバグの利用、人為的な高負荷アクセスを発生させる行為、

当サイトまたはその上にある情報の改ざん、消去する行為

(12) 他の応募者その他の第三者に迷惑となる行為や不快感を抱かせる行為

(13) 虚偽または誤認を与える情報を入力、送信する行為

(14) 主催者、主催者の役職員もしくは他の応募者に対し、暴力、威迫、威力もしくは偽計を用い何らかの要求をなし、

または不当な要求をすること

(15) その他本規約または関連する規約に違反すると主催者が判断する行為

【選考対象外】

応募作品の内容が上記の禁止事項に該当、その他本規約違反または当プロジェクトの趣旨・目的に合わないと主催者が判断した場合

は、当プロジェクトの選考対象外といたします。また、著作権、商標権等の知的財産権その他関連法令に抵触ないし侵害する内容の

写り込みや画像等の使用は一切お断りします。


