
個 人 部 門：1人 ￥3,500　チーム部門：1人 ￥3,000
ダブルエントリー：1人 ￥5,500   
入　場　料：1人 ￥2,000　 観　覧　料：1人 ￥1,000

※個人部門、チーム部門の参加費には、入場料も含まれています。
※複数チームに掛けもちして参加される場合は1チームにつき＋2,000円となります。
（演技順等の考慮はできませんので予めご了承ください。）

(レッスン付き) (レッスンなし)

OPEN 12:00 / START 12:30 -17:30

大阪市住之江区御崎3-1-17　
地下鉄四ツ橋線「住之江公園」、南海本線「住吉大社」下車 徒歩10分

【お申し込み方法】 お申込は下記内容をご記入の上、本紙をメール、FAX、郵送、D.studio（各店舗）受付へ持参、いずれかの方法にてご提出ください。

■お申し込み確認後、入金方法等の詳細案内をご連絡させていただきます。

□個人部門(□初参加) □入場 □観覧のみ
□チーム部門(□コンテスト □エンジョイ □プロ□発表会)

応募締切：4月3日（月）まで（以降は当日受付となります）
※応募数が定員を超えた場合、先着順とさせて頂きます

③郵送 ①e-mail
1749asxc@dddflux.co.jp

②FAX
06-6241-1173　　 大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-2-2 近商心斎橋ビルB1 ASXC事務局宛  まで

〒542-0085e

氏名 MAIL

【 参加費 】

@ TEL 年齢

よく受講するエアロスター
クロストレーナー 参加部門 チーム名 チーム人数 （¥2,000）

ふりがな

思い出DVD 希望する
（　　　　　枚 )

住所

〒

AER    STER X vol.2  

個人部門「初参加部門」!!

「コンプリート賞」！！

最新作「A
ER☆STE

R X vol.3
」全６曲を大

公開！全部
見せちゃい

ます！乞う
ご期待！

AER☆STER X 初体験の方でも
インストラクター指導のもと楽しめます！
( 順位が発表されます )

AER☆STER X vol.2  完全制覇！

協賛

すみのえ舞昆ホール
（住之江区役所2階）

出場した思い出を
DVD
に
残
そ
う
！

出場した思い出を
DVD
に
残
そ
う
！

思い出
DVD販売！

¥2,000-
(送料込)

□ダブルエントリー

in OSAKA
開催開催！！

2017.4.9 Sun
SHOW

曲と振付は
この中から!

チーム部門「発表会部門」！！
賞・順位がつきません。楽しみましょう！

詳しくは裏面を
CHECK！！



※１ 受け付け確認はメールで行いますので、【1749asxc@dddflux.co.jp】を受信できるアドレスの記入をお願いいたします。
※２ チームエントリーに関してはチーム数によっては途中で閉め切る可能性もあります。※３ チームエントリーの場合もお支払いは必ず個人でお願いたします。

お申し込み時
の注意

貴重品・私物等は各自で管理してください。紛失・盗難・忘れ物につきましては一切の 責任を負いかねますのでご了承ください。 大会は自己責任のもと、無理のない範囲で行うようにお願いします。施設内での怪我・急病についての応急処置はいたしますが、
ご本人の不注意や健康障害などによって事故、怪我が発生した場合、当施設及び主催者、インスタラクターは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 

個人部門 ファイナリストが優勝目指し、ステージ上でパフォーマンス！
1位～3位には賞が贈られます！

各トライアルはレッスン形式で行われ1st、2nd、3rdと35分間の計3回。審査員がそれぞれのトラ
イアルから3名ずつ、合計9名を“ファイナリスト”として選出。選考基準は、技術・体力よりも“いかに
「AER☆STER X」を楽しんでいるか”を重視し、総合的に評価します。

※ファイナリストは、3回のトライアルすべてに参加した方の中から選ばれます。
※各賞は各トライアルの中から選ばれます。3回すべてに参加しなかった方にも各賞獲得のチャンス！

トライアルによる審査で、9名を選出

ファイナリスト
9名による

パフォーマンス！！

決勝ステージ
パフォーマンス

1st
トライアル

ステージMVP

休
憩
5
分

休
憩
5
分

35
分間 2nd

トライアル

ステージMVP

35
分間 3rd

トライアル

ステージMVP

40
分間

3名 3名 3名

個人部門トライアル使用曲 １st トライアル : Sea Breeze remix 2nd トライアル ： Wanna get down 3rd トライアル： Find

ロ
ー
・
ハ
イ
イ
ン
パ
ク
ト ショウタイムパート（5～10min）

自分があたかもステージの上でショウを繰り広げているかのよ
うな感覚で楽しむパート。冒頭に英語でのアナウンスや、競技
の時に使われる演技開始音など、よりそうした気分を盛り上げ
てくれる演出もアリ。

3fullパート（5～10min）
その日のメインルーティーンを3回連続で行うという超ハード
なパート。心拍数も上がって、アドレナリン出まくりです。

ドリルパート（10～15min）
ショウタイム用の振付を練習するだけでなく、スキルアップに
つながるポイントも練習。

トライアルの内容（35min）
ウォーミングアップ（7min）　※1stトライアルのみ実施

クールダウン（5min） ※3rdトライアルのみ実施

「コンテスト部門」と「エンジョイ部門」と
「プロ部門」「発表会部門」から選択可能です！

チーム部門

1チームずつステージ上でパフォーマンス。振付は基本的には変更せず、

フォーメーションや多少のアレンジを加え“魅せるAER☆STERX”でパ

フォーマンスを披露してください。使用曲はAER☆STER vol.1～14、

AER☆STERXのCD【SHOW TIME VERSION】の各6曲の中から1

曲を選んで頂きます。(曲の編集不可)プロ部門を除き、基本的には5人以

上のチームでご参加ください。

各チームのパフォーマンスを審査員が総合評価し、1位～3位を決定！

仲間と気軽にパフォーマンスを楽しんでいただき、各賞の受賞チャンスがあります。

チームコンテスト部門 

チームエンジョイ部門

プロ（インストクター・ダンサー）の方のめちゃめちゃ弾けたAER☆STER Xを発表してください!!
プロ部門（2名以上のプロを含むチーム）

賞・順位はつきません。チームで楽しみながら踊ってください！！
発表会部門

（プロの方の参加1名可／
  プロの方の個人的な動作スキルは審査対象外です）

（プロの方の参加1名可／
  プロの方の個人的な動作スキルは審査対象外です）

ワールドチャンピオンズによる

体験レッスン！
コンテストはちょっと…まだエントリーするほどの自信はない。
でもトライアルのレッスンを体験してみたいという方は、各予選会のトライアルに参加することができます。
伊藤由里子、ASXTによる最大35分×3レッスンが2,000円で受けられます！

伊藤由里子伊藤由里子 大貫勇輔大貫勇輔 片岡幸子片岡幸子 FUKOFUKO 野村健一郎野村健一郎 池田美佳池田美佳

コンプリート賞 ！
SHOW

目指せ！コンプリートSHOW！
AER☆STER X vol.2 完全制覇！

>>>  各部門は１～３位、ステージMVP 等にFREDDYより各賞が送られます！FREDDYが大会をファッショナブルにサポート！！

全チームがステージ上でパフォーマンス！
(当日場当たりあり)

AER☆STER X CHOREOGRAPHERAER☆STER X CHOREOGRAPHER

1st・2nd・3rdトライアル終了後ファイナルへの通過者発表の
前に開催され、個人部門（初参加部門含む）全出場者が vol.2
全 6 曲の show time に挑戦する権利があります。1st・2nd・
3rdで使用していない 3 曲についてはトライアル前に簡単なレ
クチャーあり！挑戦するかしないかはあなた次第！予選トライア
ルの審査とは関係なく審査されます！

AER☆STER Xを受けたことがない方でも大丈夫！インストラクターの指導に合わせて楽しめます。
（初めて個人部門に参加する方が対象です。順位が発表されます。）

初参加部門

http://www.ddd-dance.com/personal/

予習したい！アドバイスが欲しい！
vol.2 を教わりたい！

そんな方には…

がおすすめです。

詳しくは …

全国どこでも
パーソナルレッスン

http://www.ddd-dance.com/
■webサイトでも情報を確認できます！！

■webサイトでも情報を確認できます！！

初！

大阪


