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ABC 2021について

アジアンバレエコンペティション (Asian Ballet
Competition - ABC) はクラシック及びコンテ
ンポラリーバレエの奨励、そしてレベルを問わ
ずすべてのダンサーへその才能を発揮する場の
提供を目的としております。

ABC 2021にて優れた結果を出した参加者には、
アジアングランプリ2021地域予選に参加のチャ
ンスがあります。



年齢と部門

シューズ規定 ソロ部門
クラシカルまたは

コンテンポラリーバレエ
[年齢]

グループ部門
デュオ・トリオまたは

グループ
[年齢]

ソフトシューズ

チルドレンA 5 – 6 
チルドレン 5 – 8

チルドレンB 7 – 8

パフォーマンスA 9 – 10
パフォーマンス 9 – 12 

パフォーマンスB 11 – 12

ジュニアA 13 – 14
ジュニア 13 – 16 

ソフトシューズ
または
ポアント
(女性)

ジュニアB 15 – 16

シニアA 17 – 19
シニア 17 – 28 

シニアB 20 – 28

2021 年齢と部門; シューズ及び参加基準 2

ABC 2021 はビデオによる審査です。5~28歳のあらゆる国籍のダンサーが参加の対
象となります。参加者は一部門または複数の部門へエントリーが可能です。 ポアント
の着用は15歳以上の年齢グループのみ可能となります。

年齢算出の基準日は2021年1月1日です。



参加申し込みとビデオ
(クラシカルまたはコンテンポラリー)

2021 カテゴリー及びビデオ提出要領 3

カテゴリー ソロ デュオ・トリオ グループ

ダンサー数 1人 2～3人 4人以上

ダンスの長さ 2.5分以内 2～3分 2.5～5分

音楽と振付

クラシカルソロ: 
クラシックバレエのバリエーションま
たは指導者の独自振付
コンテンポラリーソロ: 
音楽・振付とも参加者または指導者が
提供

音楽・振付とも参加者または指導者が
提供

音楽・振付とも参加者または指導者が
提供

オンライン申し込み www.asianballetcompetition.com にて2021年6月1日まで

学校単位の申し込み 参加者は学校経由または個人でも申し込み可

参加規定への同意 オンライン申し込み時にサイン済みの同意書をアップロードすること。
ABCはその権限により申し込みを拒否する権利を有する。

参加費用 一作品につきHK$800をペイパルまたはクレジットカードにて支払うこと(返金及び移譲不可)

ビデオの選択 ビデオは2020年6月30日から2021年6月29日までに撮られたリハーサル、パフォーマンスまたはコンクール録画
でも可。

ビデオのアップロード ビデオは250MB以内で作成の上、2021年6月30日までにABC事務局より送られたリンク経由でアップロードする
こと。



採点と賞状

ビデオの採点システムと採点基準

• 参加者より提出されたビデオは毎回ABC審査員団の
うち3人の審査員により審査を受ける。審査員は芸術
性、技術、そして表現力に基づき採点する。(添付の
採点基準を参照)

• 複数の作品を提出した参加者は、作品ごとに採点さ
れ、その内最高得点のみが受賞対象となる。

• 審査員がコンクールの6ヶ月前以内に特定の参加者に
対するトレーニングに関わっていた場合、その旨を
報告し、その参加者に対する採点を放棄しなければ
ならない。

• 審査員の採点と受賞者の決定は最終であり、抗議は
受け付けない。

賞状

• 参加申し込みとビデオ提出の確認後、参加者には
デジタルフォーマットの参加証明書が発行される。
紙での証明書は発行されない。

• すべての表彰状はデジタルフォーマットで発行さ
れ、メールにて参加者に送られる。紙での表彰状
は発行されない。

2021 ビデオ採点システムと採点基準; 賞状 4



各賞
指導者、スクール、振付賞

賞 得点

ベストパフォーマンス賞 各部門の金メダル受賞者で
最高得点

金メダル 得点 91～100点

銀メダル 得点 81～90点

銅メダル 得点 71～80点

メリット賞 得点 61～70点

エンカレッジメント賞 得点 51～60点

賞 条件
優秀指導者賞 ベストパフォーマンス賞または金

メダル受賞者の指導者に贈呈

優秀ダンススクール賞 ベストパフォーマンス賞または金
メダル受賞者の所属スクールに贈
呈

優秀振付賞 グループダンス部門で優秀な振り
付けを行った振り付け担当者に贈
呈

2021 各賞 5

ソロ、デュオ・トリオ、グループ部門各賞

賞 内容
フルスカラシップ 100%受講料免除

ハーフスカラシップ 50%受講料免除

部分的スカラシップ 10～25%受講料免除

* スカラシップ賞はソロ部門で高い潜在能力を発揮した参加者に対し
授与されるAGPバレエインテンシブプログラム (BIP) またはABCの
パートナーシップスクール提供プログラムのスカラシップ。

スカラシップ賞



参加申込の流れ

ダンス指導者と参加申込、
ダンスの準備及びビデオ録画
について相談

1

ABC 2021 参加要項の熟読

2

参加要項同意書 (Agreement of the
Terms & Regulations) をダウンロ
ード、サインの上、オンライン申し
込みの際に提出

3

www.asianballetcompetition.com
より2021年6月1日(香港時
間)までにオンライン申し込み

4

ダンスビデオを準備し、ABC事務局
の提供したリンクより2021年6月
30日までにアップロード

5

2021年8月1日以降に
www.asianballetcompetition.com

にて結果を確認

2021 ABC 参加申込の流れ 6
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Asian Ballet Competition
2021 RULES AND REGULATIONS
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2021 Aim of ABC 2021 1

Benefits of ABC 2021

Asian Ballet Competition (ABC) aims to promote
classical and contemporary ballet, and to establish a
platform for dancers at all levels to show their talents.

Outstanding candidates of ABC 2021 will have the
opportunity to be invited to participate in the Asian
Grand Prix Regional Competition 2021.



Age & Divisions

Ballet Shoes Solo Divisions
Classical or 

Contemporary Ballet Solo  
[Age]

Group Divisions
Duo / Trio or Group

[Age]

Soft Shoes

Children A 5 – 6 
Children 5 – 8

Children B 7 – 8

Performance A 9 – 10
Performance 9 – 12 

Performance B 11 – 12

Junior A 13 – 14
Junior 13 – 16 

Soft Shoes
or 

Pointe Shoes (female)

Junior B 15 – 16

Senior A 17 – 19
Senior 17 – 28 

Senior B 20 – 28

2021 Age and Divisions ; Shoes & Registration Criteria 2

ABC 2021 will be held by video. Registration is open to ballet dancers of all nationalities and
genders, aged 5 to 28. Candidates may submit one or multiple entries to one or multiple
categories. Pointe shoes can only be worn by female candidates at or above age 15.

Age is defined by 1st January 2021.



Registration & Video
(Classical or Contemporary)

2021 Category & Video Submission Requirement 3

Entry category Solo Duo/ Trio Group

Number of dancer 1 dancer 2 or 3 dancers 4 or more dancers

Dance piece duration within 2.5 minutes 2 to 3 minutes 2.5 to 5 minutes

Music & choreography

Classical Solo: from classical ballet 
repertoire or teacher's own choregraphy. 
Contemporary Solo: music & 
choreography by candidate or teacher

Music & choreography by candidate or 
teacher

Music & choreography by candidate or 
teacher

Registration online www.asianballetcompetition.com on or before 1st June 2021

School or individual entry Candidate may register through dance school or by individual entry

Agreement of Terms & Regulations Signed copy must be uploaded at online registration. ABC reserves the right to deny any registration at its discretion

Registration fee HK$ 800 per piece to be settled by PayPal or credit card (non-refundable & non-transferrable)

Video setting Video may be a recording from rehearsal, performance, or in a competition setting and must be recorded between 30th June 
2020 to 29th June 2021. 

Video upload Video must be within 250 MB and uploaded to a link provided by ABC committee on or before 30th June 2021



Scoring & Certificates

Video Scoring System and Criteria 

• Each performance video submitted by candidate is
adjudicated by three Jury members on the ABC Jury List at
a time. Jury members offer scores based on artistry,
technique, and performance. (According to the criteria of
Appendix I)

• Candidate with multiple video entries will receive an
independent score for each dance piece. Only the
candidate’s highest-scoring entry in each category will be
considered in the awarding of a prize.

• Any jury member involved in regular training with any
candidate within 6 months prior to the competition must
declare and opt out at giving scores to the said candidate.

• Scoring and award decisions by the Jury are final and
cannot be challenged.

Certificates

• An electronic Certificate of Participation will be offered
to candidate once registration and video submission are
completed. No physical certificate will be presented.

• All Award Certificates are presented in electronic format
and sent by email. No physical award certificate will be
presented.

2021 Video Scoring System and Criteria ; Certificate 4



Awards

Teacher, School and Choreography Award

Award Score
Best Performance Top score Gold Medal Award winner in 

each age division

Gold Medal Score between 91 – 100

Silver Medal Score between 81 – 90

Bronze Medal Score between 71 – 80

Merit Prize Score between 61 – 70

Encouragement Prize Score between 51 – 60

Award Award condition
Excellent Teacher The teachers of "Best Performance 

Award" or "Gold Medal Award" 
winners.

Excellent Dance School The school with winners of "Best 
Performance Award" or "Gold Medal 
Award".

Excellent Choreography Any choreographer who demonstrates 
excellent choreography in Group 
Dance Category.

2021 Award 5

Solo, Duo/ Trio, Group Award

Award Scholarship content
Full Scholarship 100% sponsorship of tuition fee

Half Scholarship 50% sponsorship of tuition fee

Partial Scholarship 10 to 25% sponsorship of tuition fee

* Scholarship awards are presented to dancers in solo categories who show
high potential for dance training to attend AGP Ballet Intensive Program (BIP)
or to attend the programs offered by partnership dance institutions of ABC.

Scholarship Award *



Entry Procedure

Consult your dance teacher about
registration, dance preparation,
and video recording.

1

Read the ABC 2021 Rules & Regulations.

2

Download the Agreement of the Terms &
Regulations, sign and submit at online
registration.

3

Register online at 
www.asianballetcompetition.com
on or before  1st June 2021, 
Hong Kong time.

4

Prepare the competition dance video and
upload to the link provided by the ABC
committee on or before 30th June 2021. .

5

Check  Results Announcements 
on or after 1st August 2021 at 
www.asianballetcompetition.com. 

2021 ABC Entry Procedure 6
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