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【リリース】 

2022 年 10 ⽉ 12 ⽇ 

 

Road to Paris 世界の選⼿も東京に集結︕ 
マイナビ JDSF ブレイキン ジャパンオープン開催決定︕ 
世界ランキングポイントも付与される Breaking for Gold Challenge Series としても認定。 

 

公益社団法⼈⽇本ダンススポーツ連盟 

 
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（以下 JDSF）は、来る 11 ⽉ 19 ⽇(⼟) IHI ステージアラウ

ンド東京にて、「マイナビ JDSF ブレイキン ジャパンオープン 2022」を開催します。本⼤会は 2023 年 2 ⽉ 18 ⽇（⼟）、

19 ⽇（⽇）に開催予定の第 4 回 JDSF 全⽇本ブレイキン選⼿権(以下、全⽇本)への出場権を争うポイント付与が最⼤の⼤

会であり、所属ブロックに関係なく参加が可能です。そして、第 39 回夏季オリンピック競技⼤会、パリ 2024 の選考⼤

会である、Olympic Qualifier Series event（以下 OQS）への出場権獲得のために重要となる、WDSF Breaking for Gold

のランキングポイントも付与されることが決定しました。したがって、Breaking for Gold Challenge Series – Challenge 

Tokyo という名称でも開催され、海外選⼿も参加が可能となりました。 

本⼤会においては、「株式会社マイナビ（以下、マイナビ）」様に冠スポンサーとしてご協賛いただくことになりましたの

で、お知らせいたします。ご協賛に伴い、本⼤会名称は「マイナビ JDSF ブレイキン ジャパンオープン 2022」となりま

す。マイナビ様にはブレイキン種⽬の発展・普及を⽬的に、戦績上位者への賞⾦（マイナビワールドチャレンジ賞 ）、競

技体験会（マイナビブレイキンチャレンジ for Junior）といった施策をご⽤意いただいております。詳細はリリース下部

にてご確認ください。 

※本⼤会は、新型コロナウィルス感染防⽌のためマスクの着⽤及び⼿指の消毒を来場する全ての⽅へお願いしております。 
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■⼤会概要                                     

⼤会名︓マイナビ JDSF ブレイキン ジャパンオープン 2022 

主催︓公益社団法⼈⽇本ダンススポーツ連盟（JDSF） 

共催︓株式会社 TBS グロウディア 

会場︓IHI ステージアラウンド東京 

スケジュール(予定)︓10:00(選⼿受付) / 11:30(予選開始) / 16:00(決勝トーナメント) / 20:00(⼤会終了予定) 

オープンカテゴリー審査員︓Head Judge Skim (Korea), G1(Thailand), Lil Dragon(Taiwan), Dizzy(Canada), Rush(New Zealand), 

Steez(Japan) 

ジュニアカテゴリー審査員︓2022 年度 JDSF ブレイキン公認ジャッジ ※詳細はウェブサイトでご確認ください。 

観戦︓チケット販売開始 10 ⽉中旬予定 ※詳細はウェブサイトでご確認ください。 

⼤会参加︓事前エントリー必須 ※詳細はウェブサイトでご確認ください。 

タイトルパートナー︓株式会社マイナビ 

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︓株式会社 NIKE JAPAN 

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︓カラダファクトリー/RIMOWA 

PR パートナー︓PR TIMES/FINEPLAY 

WEB ページ︓https://www.jdsfbreaking.com/ 

 

■⼤会観戦について                                    

プレイガイド︓TBS チケット / ローソンチケット 

チケット種別︓S 席 / A 席 

※準備が整い次第、⼤会チケットの発売を開始します。詳細は⼤会ウェブサイトもしくは JDSF BREAKING Instagram にてご確認くだ

さい。 

 

■ジャパンオープン*と全⽇本ブレイキン選⼿権について                                       

2022 年度より強化選⼿を決定するための重要な⼤会である全⽇本へのロードマップを刷新し、従来の JDSF ブレイキンブロック選⼿権

での出場枠の決定ではなく、JDSF 主催⼤会とパートナー⼤会から得られるポイントでの国内ランキングを設定し、ランキングの順位に

応じて全⽇本出場枠が付与されるロードマップへ変更します。ジャパンオープンは、その中でも JDSF主催⼤会に位置付けられ、ポイン

トの付与が年間で最⼤の⼤会であり、全⽇本へ出場するために最重要な⼤会です。詳細は、JDSF BREAKING 公式ホームページ内の NEWS

にてご確認ください。*⼤会種別としてのジャパンオープン。 
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■Breaking for Gold Challenge Series -Challenge Tokyo について                                       

本⼤会は、Breaking for Gold Challenge Series のポイント付与の⼤会として認定され、上位⼊賞者へは OQS 出場に関わる Breaking 

for Gold のポイントが付与されます。出場資格は、世界ダンススポーツ連盟（以下、WDSF）の選⼿登録を終えていることと、2008年

12 ⽉ 31 ⽇以前に⽣まれている選⼿であることです。⽇本⼈選⼿で上位に⼊賞すると、JDSF 選⼿登録と WDSF 選⼿登録を終えている

と、全⽇本出場ランキングポイントと、Breaking for Gold のポイントの両⽅を獲得することができます。両ポイントに関する情報はリ

リース最下部をご参照ください。 

 

■競技カテゴリーについて                                    

–ジュニア BBOY (2009年 1 ⽉ 1 ⽇以後に出⽣した選⼿) ※⽇本⼈選⼿のみ 

–ジュニア BGIRL (2009年 1 ⽉ 1 ⽇以後に出⽣した選⼿) ※⽇本⼈選⼿のみ 

–オープン BBOY (2008年 12 ⽉ 31 ⽇以前に出⽣した選⼿) ※海外選⼿も参加可能 

–オープン BGIRL (2008年 12 ⽉ 31 ⽇以前に出⽣した選⼿) ※海外選⼿も参加可能 

 

■マイナビとブレイキン                                   

＜マイナビワールドチャレンジ賞＞ 

マイナビから、⽇本⼈戦績上位※の男⼥選⼿に対し、１位 50 万円、２位 30 万円、３位 10 万円の賞⾦が贈られます。 この賞は、

夢や⽬標に向かって頑張る⽇本のブレイキン選⼿に対し「これから世界へ⼤きく⽻ばたき活躍して欲しい」という想いから、マイナビが

選⼿の活動を⽀援するための資⾦として設定されました。 ※ジャパンオープンの戦績上位者 

 

＜マイナビブレイキンチャレンジ for Junior＞ 

競技に興味を持った⼦供たちを対象に、プロ講師による体験会を実施致します。 

ブレイキンは、環境や道具に左右されずに⾝体⼀つで始められるというダンスの特性から、どんな⼦供にも⽬標にしてもらえるスポーツ

です。 

新たな⽬標に向かって頑張るブレイキンの選⼿から直接ブレイキンを教わる機会を設けることで、未来ある⼦供たちに対し、夢や⽬標を

持つことの魅⼒・楽しさを知るきっかけを作りたいというマイナビの想いから、本企画を計画しました。 

体験会は⼤会当⽇以降にも、複数回の実施を予定しております。詳細は後⽇発表致しますので、JDSF BREAKING の Instagram や web

サイトをご確認ください。 
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【会社概要】 

社名︓株式会社マイナビ 

本社所在地︓東京都千代⽥区⼀ツ橋⼀丁⽬ 1番 1号 

代表者︓代表取締役 社⻑執⾏役員 ⼟屋芳明 

設⽴︓1973 年 8⽉ 15⽇ 

URL︓https://www.mynavi.jp/ 

■ポイント付与について                             

（左表︓全⽇本出場ポイントランキングポイント付与表 / 右表︓WDSF Breaking for Gold ポイント付与表） 

 

 

■メディア様のお問い合わせ・申請について                                   

取材や素材のお問い合わせは下記フォームよりお問合せください。 

https://forms.gle/896rr9zYAXu36mZD9 
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