２０１９ 前期ＪＣＦ東部総局主催競技会日程表
月

プロフェッショナル
種 目

日
開 催 内 容

東部日本１０ダンス選手権

1

アマチュア
会 場
開 催 内 容

Ｗ・Ｔ・Ｖｗ・Ｆ・Ｑ／Ｃ・Ｓ・Ｒ・Ｐ・Ｊ

種 目

東部日本シニアスターボールルーム選手権（男性40歳以上）

予選ＷＴF3種目、準決ＷＴFＱ4種目、決勝ＷＴＶｗFＱ5種目 会場 都立産業貿易センター台東館

13
（ボールルーム・ラテン片方だけでも出場できますが、成績は、両部門参加した選手を対象にしますが，年間の出場ポイントに加味します） 東部日本ダイヤモンドスターボールルーム選手権（男性170cm以下）

（日） 東部日本シニアスターボールルーム選手権(男性40歳以上)

予選ＷＴF3種目、準決ＷＴFＱ4種目、決勝ＷＴＶｗFＱ5種目 東部日本ラテン選手権

予選ＷＴF3種目、準決ＷＴFＱ4種目、決勝ＷＴＶｗFＱ5種目
予選CSRP4種目、準決・決勝CSRPJ5種目

東部日本ダイヤモンドスター選手権大会(男性170cm以下) 予選ＷＴF3種目、準決ＷＴFＱ4種目、決勝ＷＴＶｗFＱ5種目 Ｂ級ボールルーム競技会

予選ＷＴFＱ4種目、準決・決勝ＷＴＶｗFＱ5種目

Ｂ級ボールルーム競技会

予選ＷＴFＱ4種目、準決、決勝ＷＴＶｗFＱ5種目

Ｂ級ラテン競技会

予選CSRP4種目、準決・決勝CSRPJ5種目

Ｂ級ラテン競技会

予選CSRP4種目、準決・決勝CSRPJ5種目

Ｃ級競技会

Ｗ・Ｔ・Ｆ／Ｃ・Ｓ・Ｒ

Ｃ級競技会

W・Ｔ・Ｆ／Ｃ・Ｓ・Ｒ

Ｄ級競技会

Ｗ・Ｔ／Ｃ・Ｒ

Ｄ級競技会

Ｗ・Ｔ／Ｃ・Ｒ

※ヒールカバー着用

谷平

2

公認： NPO法人 日本プロフェッショナルダンス競技連盟
主催： JCF東部総局

予選ＷＴF3種目、準決WTFQ4種目、決勝ＷＴＶｗFＱ5種目 会場 横浜市教育会館

神奈川選手権ボールルーム

予選ＷＴFＱ4種目、準決、決勝ＷＴＶｗFＱ5種目

A級シニアスターボールルーム競技会（男性40歳以上）

予選ＷＴ2種目、準決ＷＴF3種目、決勝ＷＴFＱ4種目 A級シニア65ボールルーム競技会（男性65歳以上）

予選ＷＴ2種目、準決ＷＴF3種目、決勝ＷＴFＱ4種目

予選CSRP4種目、準決・決勝CSRPJ5種目

予選ＷＴ2種目、準決ＷＴF3種目、決勝ＷＴFＱ4種目

A級ボールルーム

10
（日） 関東選手権ラテン

A級シニア55ボールルーム競技会（男性55歳以上）

Ｂ級シニアスターボールルーム競技会（男性40歳以上）

予選ＷＴ2種目、準決ＷＴF3種目、決勝ＷＴFＱ4種目 A級シニア45ボールルーム競技会（男性45歳以上）

予選ＷＴ2種目、準決ＷＴF3種目、決勝ＷＴFＱ4種目

Ｂ級ボールルーム競技会

予選ＷＴＦ3種目、準決ＷＴＦＱ4種目、決勝ＷＴＶｗＦＱ5種目 A級ラテン競技会

予選CSR3種目、準決CSRP4種目、決勝CSRPJ5種目

Ｂ級ラテン競技会

予選CSR3種目、準決CSRP4種目、決勝CSRPJ5種目 B級ボールルーム競技会

予選ＷＴ2種目、準決ＷＴF3種目、決勝ＷＴFＱ4種目

Ｃ級競技会

W・Ｔ・Ｆ／Ｃ・Ｓ・Ｒ

予選ＷＴ2種目、準決ＷＴF3種目、決勝ＷＴFＱ4種目

※ヒールカバー着用
B級シニア65ボールルーム競技会（男性65歳以上）

Ｄ級競技会

Ｗ・Ｔ／Ｃ・Ｒ

B級シニア55ボールルーム競技会（男性55歳以上）

予選ＷＴ2種目、準決ＷＴF3種目、決勝ＷＴFＱ4種目 ※アマオープン競技会・ウルトラシニア競技会の申し込みは

Ｎ級競技会

Ｗ・Ｔ／Ｃ・Ｒ

Ｂ級ラテン競技会

予選ＣＳＲ3種目、準決ＣＳＲＰ4種目、決勝ＣＳＲＰＪ5種目

神奈川県支局までお願い致します。

Ｃ級競技会

Ｗ・Ｔ・Ｆ／Ｃ・Ｓ・Ｒ

Ｔｅｌ ０４５－３１１－３４４５

Ｄ級競技会

Ｗ・Ｔ／Ｃ・Ｒ

Ｎ級競技会

Ｗ・Ｔ／Ｃ・Ｒ

柳田

Ｆａｘ ０４５－３１１－４２２７

Ｅ級競技会

Ｗ・Ｔ／Ｃ・Ｒ

ウルトラシニア競技会（男性70歳以上）

Ｗ・Ｔ・Ｆ（単科）

公認： NPO法人 日本プロフェッショナルダンス競技連盟

アマオープン競技会

Ｗ・Ｔ・Ｆ・Ｃ・Ｓ・Ｒ（単科）

主催： JCF東部総局 神奈川県支局
会場 日本武道館

2

24
公認： 一般社団法人ＮＤＣJ

アジアオープン選手権大会

（日）
主催： 一般社団法人 日本ダンス議会
会場 グランドプリンスホテル新高輪 飛天

ユニバーサルグランプリジャパンオープンダンス選手権大会

3

10
ユニバーサルグランプリボールルーム選手権

チャコット杯ユニバーサルグランプリボールルーム選手権

予選ＷＴFＱ4種目、準決・決勝ＷＴＶｗFＱ5種目

チャコット杯ユニバーサルグランプリラテン選手権

予選CSRP4種目、準決・決勝CSRPJ5種目

JR品川駅下車徒歩5分

Ｗ・Ｔ・Ｖｗ・Ｆ・Ｑ 単科競技会

（日）
ユニバーサルグランプリラテン選手権

Ｃ・Ｓ・Ｒ・Ｐ・Ｊ 単科競技会

ユニバーサルグランプリシニアスターボールルーム選
手権
（男性40歳以上）

予選WT2種目、準決WTF3種目、決勝WTFQ4種目

（優勝者には副賞としてイギリスの大会への派遣費用が贈られます）

ユニバーサルグランプリシニア55ボールルーム選手権

予選WT２種目、準決WTＦ３種目、決勝WTFQ４種目

ユニバーサルグランプリシニア55ラテン選手権

予選CR２種目、準決CSR３種目、決勝CSRP４種目

※ヒールカバー着用

（男性55歳以上）

ユニバーサルグランプリジュニアボールルーム選手権

Ｗ・Ｔ・Q

ユニバーサルグランプリジュニアラテン選手権

Ｃ・Ｓ・Ｒ

公認： NPO法人 日本プロフェッショナルダンス競技連盟

（リーダー年齢１２歳以上１５歳以下、１２歳未満も出場可能ですが保護者の承諾書を添えて下さい、最小年齢は8歳） 主催： JCF東部総局
鈴木

会場 ケヅカテツオダンスアカデミー

3

17
公認： NPO法人 日本プロフェッショナルダンス競技連盟

メダルテスト＆技術講習会

（日）
主催： WDT東京都教師協会
会場 ファーストプレイス東京

JCF＆NDCJ NDCJカップダンス選手権大会

3

24
（日）
※ヒールカバー着用
詳細はインターネット参照

詳細はインターネット参照
公認：NPO法人日本プロフェッショナルダンス競技連盟 一般社団法人NDCJ

石原

主催・主管：JCF東部総局
会場 ロイヤルパークホテル

3

31
公認：NPO法人日本プロフェッショナルダンス競技連盟

JPCL CUP

（日）
主催：JPCL
会場 ケヅカテツオダンスアカデミー

4

14
公認： NPO法人 日本プロフェッショナルダンス競技連盟

WDT東京都教師協会総会＆教師資格試験講習会

（日）
主催： WDT東京都教師協会
レイリーナ前期東部日本ボールルーム選手権

4

予選ＷＴFＱ4種目、準決・決勝ＷＴＶｗFＱ5種目

東部日本ボールルーム選手権

予選ＷＴFＱ4種目、準決・決勝ＷＴＶｗFＱ5種目

会場：ニューピアホール

21
レイリーナ前期東部日本ラテン選手権

予選CSRP4種目、準決・決勝CSRPJ5種目

東部日本100スターボールルーム選手権
予選ＷＴＦ3種目、準決ＷＴFＱ4種目、決勝ＷＴＶｗFＱ5種目

（日） 東部日本ライジングスターボールルーム選手権

(カップル合計年齢100歳以上)

予選ＷＴF3種目、準決ＷＴFＱ4種目、決勝ＷＴＶｗFＱ5種目
Ｂ級ダイヤモンドスターボールルーム競技会（男性170cm以下）

大山

予選ＷＴF3種目、準決ＷＴFＱ4種目、決勝ＷＴＶｗFＱ5種目

予選ＣＳＲ3種目、準決ＣＳＲＰ4種目、決勝ＣＳＲＰＪ5種目
東部日本ライジングスターラテン選手権
Ｂ級ボールルーム競技会
（JCF3大競技会の準決勝に入賞した選手を除く、ユニバーサルは4種目以上準決勝入賞者）
B級ラテン競技会
予選CSRP4種目、準決・決勝CSRPJ5種目
Ｂ級ラテン競技会

予選ＷＴFＱ4種目、準決・決勝ＷＴＶｗFＱ5種目

Ｃ級競技会

W・Ｔ・Ｆ／Ｃ・Ｓ・Ｒ

Ｃ級競技会

Ｗ・Ｔ・Ｆ／Ｃ・Ｓ・Ｒ

Ｄ級競技会

Ｗ・Ｔ／Ｃ・Ｒ

Ｄ級競技会

Ｗ・Ｔ／Ｃ・Ｒ

N級競技会

Ｗ・Ｔ／Ｃ・Ｒ

Ｅ級競技会

Ｗ・Ｔ／Ｃ・Ｒ

公認： NPO法人 日本プロフェッショナルダンス競技連盟

WDTベーシックコンテスト

W・T・F・Q／C・S・R・P

N級競技会

Ｗ・Ｔ／Ｃ・Ｒ

主催： JCF東部総局

※ヒールカバー着用
予選CSRP4種目、準決・決勝CSRPJ5種目

会場 大森ベルポート

4

28
公認：一般社団法人NDCJ

JBDF＆NDCJ 統一全日本10ダンス選手権大会

（日）
主催・主管：JBDF
ジュブナイ競技会

5

会場 ザ・プリンスパークタワー東京 ボールルーム

5
ジュニア競技会

（日）
毛塚鉄雄JCF会長勇退記念 スターボールアマチュア競技大会

ユース競技会
シニア競技会
アマチュア競技会

前期東京ボールルーム選手権

5

ケヅカテツオダンスアカデミー

A級東京シニア60ボールルーム競技会（男性60歳以上）

予選ＷＴF3種目、準決ＷＴFＱ4種目、決勝ＷＴＶｗFＱ5種目 会場 都立産業貿易センター台東館

予選CSRP4種目、準決・決勝CSRPJ5種目

A級東京シニアスターラテン競技会（男性40歳以上）

予選ＣＳＲ3種目、準決ＣＳＲＰ4種目、決勝ＣＳＲＰＪ5種目

12
前期東京ラテン選手権

（日） 東京シニアスターボールルーム選手権（男性40歳以上）

中嶋

5

主催：毛塚事務所

予選ＷＴFＱ4種目、準決・決勝ＷＴＶｗFＱ5種目

予選ＷＴF3種目、準決ＷＴFＱ4種目、決勝ＷＴＶｗFＱ5種目 B級東京シニア60ボールルーム競技会(男性60歳以上)

※ヒールカバー着用
予選ＷＴF3種目、準決ＷＴFＱ4種目、決勝ＷＴＶｗFＱ5種目

東京シニアスターラテン選手権（男性40歳以上）

予選ＣＳＲ3種目、準決ＣＳＲＰ4種目、決勝ＣＳＲＰＪ5種目 Ｂ級ボールルーム競技会

予選ＷＴFＱ4種目、準決、決勝ＷＴＶｗFＱ5種目

Ｂ級ボールルーム競技会

予選ＷＴFＱ4種目、準決、決勝ＷＴＶｗFＱ5種目

B級ラテン競技会

予選CSRP4種目、準決・決勝CSRPJ5種目

B級ラテン競技会

予選CSRP4種目、準決・決勝CSRPJ5種目

C級競技会

W・Ｔ・Ｆ／Ｃ・Ｓ・Ｒ

C級競技会

W・Ｔ・Ｆ／Ｃ・Ｓ・Ｒ

D級競技会

Ｗ・Ｔ／Ｃ・Ｒ

D級競技会

Ｗ・Ｔ／Ｃ・Ｒ

関東ボールルーム選手権

予選ＷＴFＱ4種目、準決・決勝ＷＴＶｗFＱ5種目

関東ボールルーム選手権

予選ＷＴF3種目、準決ＷＴFＱ4種目、決勝ＷＴＶｗFＱ5種目 会場 イコス上尾

予選ＷＴF3種目、準決・決勝ＷＴＶｗFＱ5種目

関東ラテン選手権

予選CSRP4種目、準決・決勝CSRPJ5種目

予選CSRP4種目、準決・決勝CSRPJ5種目

Ａ級シニア65ボールルーム競技会 （男性65歳以上）

予選WT2種目、準決・決勝WTFQ4種目

公認：NPO法人日本プロフェッショナルダンス競技連盟
主催：JCF東部総局

26
関東シニアスターボールルーム選手権（男性40歳以上）

（日） 関東ラテン選手権
Ｂ級ボールルーム競技会

予選ＷＴF3種目、準決ＷＴFＱ4種目、決勝WTVwFQ5種目 Ａ級シニア55ボールルーム競技会 （男性55歳以上）

予選ＷＴ2種目、準決・決勝ＷＴFＱ4種目

Ｂ級ラテン競技会

予選CSR3種目、準決・決勝CSRP4種目

Ｂ級ボールルーム競技会

予選ＷT2種目、準決WTFQ4種目、決勝WTVwFQ5種目

B級シニアスターボ－ルルーム競技会（男性40歳以上）

予選・準決ＷF2種目、決勝ＷＴF3種目

Ｂ級ラテン競技会

予選CSR3種目、準決・決勝CSRP4種目

Ｃ級競技会

Ｗ・Ｔ・Ｆ／Ｃ・Ｓ・Ｒ

Ｂ級シニア65ボールルーム競技会 （男性65歳以上）

予選・準決WF2種目、決勝ＷＴF3種目

ＤＮ級競技会

Ｗ・Ｔ／Ｃ・Ｒ

Ｂ級シニア55ボールルーム競技会 （男性55歳以上）

予選・準決WT2種目、決勝ＷＴF3種目

Ｃ級ボールルーム競技会

予選WT2種目、準決・決勝WTF3種目

※ヒールカバー着用
N 級出場可能

島田

6

Ｃ級ラテン競技会

予選ＣＲ2種目、準決・決勝ＣＳＲ3種目

Ｃ級シニア55ボールルーム競技会 （男性55歳以上）

予選、準決WT2種目、決勝WTF3種目

Ｄ級競技会

Ｗ・Ｔ／Ｃ・Ｒ

Ｅ級競技会

Ｗ・Ｔ／Ｃ・Ｒ

オープン戦ボールルーム

Ｗ／Ｔ／Ｆ 「非公式」

公認： NPO法人 日本プロフェッショナルダンス競技連盟

オープン戦ラテン

Ｃ／Ｓ／Ｒ 「非公式」

主催： JCF東部総局 埼玉県支局
会場 唐津シーサイドホテル

23
JCFカップ日本ダンス選手権大会

公認：NPO法人日本プロフェッショナルダンス競技連盟

（日）
主催：JCF全九州総局
会場 ケヅカテツオダンスアカデミー

7

7
第9回WDT教師試験＆コングレス

公認： NPO法人 日本プロフェッショナルダンス競技連盟

（日）
主催： WDT東京都教師協会

NPO法人 日本プロフェッショナルダンス競技連盟 東部総局 競技委員会
●
●
●
●

JCF東部総局事務局
〒150-0013
JCF全国事務局・東部情報局
〒150-0013
WDT東京都教師協会事務局
〒221-0823
JCFホームページ

競技会申し込み先 及び 各種問合せ先
東京都渋谷区恵比寿4-5-23 ルイシャトレ410
他総局主催競技会 各種問合せ先
東京都渋谷区恵比寿4-5-23 ルイシャトレ410
WDTベーシックコンテスト申し込み及び各種問合せ先
神奈川県横浜市神奈川区二ッ谷町1-1 杉山ビル2F 柳田ダンススクール内
● JPCLホームページ： http://www.jpcl.jp/
http://www.jcf-tokyo.com/

H 30．12．25 現在
TEL
FAX
TEL
FAX
TEL
FAX

03-5421-8226
03-5421-8223
03-5421-7945
03-5421-7945
045-311-3445
045-311-4227

