
　　開　催　内　容　　開　催　内　容　　開　催　内　容　　開　催　内　容 　　　　種　目　　　　種　目　　　　種　目　　　　種　目 　　開　催　内　容　　開　催　内　容　　開　催　内　容　　開　催　内　容 　　　　種　目　　　　種　目　　　　種　目　　　　種　目

Ｃ級ボールルーム競技会 　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・準決WT2種目、決勝WTF3種目

Ｃ級ラテン競技会 　予選・準決CR2種目、決勝CSR3種目 C級ラテン競技会 　予選・準決CR2種目、決勝CSR3種目

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 Ｎ級競技会 　Ｗ・Ｔ／Ｃ・Ｒ

プロアマミックス競技会（非昇降級対象） 　Ｗ／Ｔ／Ｆ（種目別単科） Ｅ級競技会 　Ｗ・Ｔ／Ｃ・Ｒ

アマ・トライアル競技会（非昇降級対象） 　Ｗ／Ｔ／Ｆ／R／C（種目別単科）

篠田

Ｂ級競技会 　W・T・F・Q／Ｃ・S・R・P

Ｃ級競技会 　W・Ｔ・Ｆ／Ｃ・Ｓ・Ｒ

Ｄ級競技会 　Ｗ・Ｔ／Ｃ・Ｒ Ｂ級競技会 　W・T・F・Q／Ｃ・S・R・P

Ｎ級競技会 　Ｗ・Ｔ／Ｃ・Ｒ Ｃ級競技会 　W・Ｔ・Ｆ／Ｃ・Ｓ・Ｒ

Ｄ級競技会 　Ｗ・Ｔ／Ｃ・Ｒ

Ｅ級競技会 　Ｗ・Ｔ／Ｃ・Ｒ

山野

天野

千田

Ｂ級競技会 　W・T・F・Q／Ｃ・S・R・P

Ｃ級競技会 　W・Ｔ・Ｆ／Ｃ・Ｓ・Ｒ

Ｄ級競技会 　Ｗ・Ｔ／Ｃ・Ｒ

Ｎ級競技会 　Ｗ・Ｔ／Ｃ・Ｒ

Ｂ級競技会 　W・T・F・Q／Ｃ・S・R・P

Ｃ級競技会 　W・Ｔ・Ｆ／Ｃ・Ｓ・Ｒ

Ｄ級競技会 　Ｗ・Ｔ／Ｃ・Ｒ

Ｎ級競技会 　Ｗ・Ｔ／Ｃ・Ｒ

矢部

N級競技会 　Ｗ・Ｔ／Ｃ・Ｒ

N級競技会

　Ｗ・Ｔ／Ｃ・Ｒ

宮嶋

B級競技会 　W・T・F・Q／Ｃ・S・R・P

Ｂ級競技会 　W・T・F・Q／Ｃ・S・R・P 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

N級競技会 　W・T／C・Ｒ

古屋

Ｃ級競技会 　W・Ｔ・Ｆ／Ｃ・Ｓ・Ｒ

Ｄ級競技会 　Ｗ・Ｔ／Ｃ・Ｒ

Ｎ級競技会 　Ｗ・Ｔ／Ｃ・Ｒ

Ｂ級ボールルーム競技会 　予選WＴF3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

Ｃ級競技会 　W・Ｔ・Ｆ／Ｃ・Ｓ・Ｒ

Ｃ級シニアスターボールルーム競技会（男性40歳以上） 　Ｗ・Ｔ　

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

アマオープン競技会（非昇降級対象） 　Ｗ・Ｔ・Ｆ／Ｃ・Ｓ・Ｒ（種目別単科）

アマ関東信越Ｃ級競技会（非昇降級対象） 　Ｗ・Ｔ／Ｃ・Ｓ

蛭沼

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 R　１．６．２９　訂正

● JCF東部総局事務局JCF東部総局事務局JCF東部総局事務局JCF東部総局事務局 プロ競技会申し込み先　及び　各種問合せ先プロ競技会申し込み先　及び　各種問合せ先プロ競技会申し込み先　及び　各種問合せ先プロ競技会申し込み先　及び　各種問合せ先 TEL 03-5421-8226　

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿4-5-23　ルイシャトレ410 FAX 03-5421-8223　

● JCF全国事務局・東部情報局JCF全国事務局・東部情報局JCF全国事務局・東部情報局JCF全国事務局・東部情報局 他総局主催競技会　各種問合せ先他総局主催競技会　各種問合せ先他総局主催競技会　各種問合せ先他総局主催競技会　各種問合せ先 TEL 03-5421-7945

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿4-5-23　ルイシャトレ410 FAX 03-5421-7945　

● JCF全国アマチュア登録委員会事務局アマ競技会申し込み先　及び　各種問合せ先JCF全国アマチュア登録委員会事務局アマ競技会申し込み先　及び　各種問合せ先JCF全国アマチュア登録委員会事務局アマ競技会申し込み先　及び　各種問合せ先JCF全国アマチュア登録委員会事務局アマ競技会申し込み先　及び　各種問合せ先 TEL 03-5421-8226　

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿4-5-23　ルイシャトレ410 FAX 03-5421-8223　

● WDT東京都教師協会事務局　　　WDTベーシックコンテスト申し込み及び各種問合せ先WDT東京都教師協会事務局　　　WDTベーシックコンテスト申し込み及び各種問合せ先WDT東京都教師協会事務局　　　WDTベーシックコンテスト申し込み及び各種問合せ先WDT東京都教師協会事務局　　　WDTベーシックコンテスト申し込み及び各種問合せ先 TEL 045-311-3445

〒221-0823 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 FAX 045-311-4227

● JCFホームページ　　　　　　　http://www.jcf-tokyo.com/JCFホームページ　　　　　　　http://www.jcf-tokyo.com/JCFホームページ　　　　　　　http://www.jcf-tokyo.com/JCFホームページ　　　　　　　http://www.jcf-tokyo.com/ ●　JPCLホームページ：　http://www.jpcl.jp/●　JPCLホームページ：　http://www.jpcl.jp/●　JPCLホームページ：　http://www.jpcl.jp/●　JPCLホームページ：　http://www.jpcl.jp/

本年度は、関東選手権の出場制限を撤廃致します。

時間が無い場合、出場組数16組までは、1次予選を行いません。出場組数の半数を（小数点以下切り上げ）決勝にピックアップします。

尚、チェック数により12位までの選手を準決勝扱いにします。 予想外のエントリーの増加により、予選種目を減ずる場合があります。ご注意下さい。

注 ＪＣＦの競技呼称の変更（年齢別をシニアスター、身長別をダイヤモンドスターとする）に伴いＪＣＦ東部総局も変更を行います。

※ 2013年1/1より旧年齢別選手権・競技会は、シニアスター選手権・競技会となりました（男性年齢 XX歳以上の年齢制限の競技会です）。

※ 2013年1/1より旧身長別選手権・競技会は、ダイヤモンドスター選手権・競技会となりました（男性身長 XXX㎝以下の身長制限の競技会です）。

※ 2015年度より東部総局主催競技会のライジングスター戦は、ＪＣＦ３大競技会の準決勝入賞者以外（ユニバーサルは４種目以上準決勝入賞者）の選手が出場できます。

（日）

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

公認： NPO法人 日本プロフェッショナルダンス競技連盟

Ｂ級シニア60ボールルーム競技会（男性60歳以上） 　予選ＷＴ2種目、準決・決勝ＷＴF3種目

　予選・準決ＷＴ2種目、決勝ＷＴF3種目

主催： JCF東部総局

公認： NPO法人 日本プロフェッショナルダンス競技連盟

　予選・準決WTF3種目、決勝WTFQ４種目

シニアスターボールルーム競技会（男性40歳以上）

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ＴF2種目、準決・決勝ＷＴF3種目

Ｂ級ボールルーム競技会 　予選ＷＴF3種目、準決・決勝ＷＴFＱ4種目

東部日本ボールルーム選手権

東部日本ラテン選手権

シニア70ボールルーム競技会（男性70歳以上）

　(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)

シニア60ボールルーム・ラテン競技会（男性60歳以上）

主催： JCF東部総局　群馬県支局

　予選ＷＴFＱ4種目、準決・決勝ＷＴＶｗFＱ5種目

　予選CSRP4種目、準決・決勝CSRPJ5種目

　W・T・F

　W・T・F／C・S・R

　W・T・F

ＪＡＴＤ杯全関東ボールルーム選手権ＪＡＴＤ杯全関東ボールルーム選手権ＪＡＴＤ杯全関東ボールルーム選手権ＪＡＴＤ杯全関東ボールルーム選手権 　予選WTFQ4種目、準決・決勝WTVwFQ5種目

ニッポンダンシングブラザーズ（NＤ.Ｂ.)　エキサイティングダンスファンタジーニッポンダンシングブラザーズ（NＤ.Ｂ.)　エキサイティングダンスファンタジーニッポンダンシングブラザーズ（NＤ.Ｂ.)　エキサイティングダンスファンタジーニッポンダンシングブラザーズ（NＤ.Ｂ.)　エキサイティングダンスファンタジー

　予選ＷＴ2種目、準決・決勝ＷＴF3種目

　予選WF2種目、準決・決勝WTF3種目

　予選ＷＴFＱ4種目、準決・決勝ＷＴＶｗFＱ5種目

　予選CSRP4種目、準決・決勝CSRPJ5種目

　予選CSR3種目、準決・決勝CSRP4種目 シニア60ボールルーム・ラテン競技会(男性60歳以上)

※ヒールカバー着用

シニア60ボールルーム・ラテン競技会（男性60歳以上）

※その他　年齢別競技会併催予定

　予選WTF3種目、準決･決勝WTFQ4種目 　W・T・F／C・S・R

　予選CSRP4種目、準決・決勝CSRPJ5種目

統一シニアラテンアメリカ選手権（男女共40歳以上）

　予選ＷＴF3種目、準決・決勝ＷＴFＱ4種目

月

（〒３９０－０８０１長野県松本市美須々５－１）℡０２６３－３２－１８１８　予選WT2種目、準決・決勝WTF3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CSRP4種目、準決・決勝CSRPJ5種目関東甲信越ラテン選手権

会場 松本市総合体育館メインアリーナ

会　場会　場会　場会　場

アマチュアアマチュアアマチュアアマチュアプロフェッショナルプロフェッショナルプロフェッショナルプロフェッショナル

日

8 25

　予選WT2種目、準決・決勝WTF3種目

　予選CR、準決・決勝CSR3種目

　予選ＷＴ2種目、準決・決勝ＷＴF3種目

　予選WTF3種目、準決・決勝WTFQ4種目

（日）

ライジングスターボールルーム競技会（前年度選手権決勝以下） オープンシニア60ボールルーム競技会（男性60歳以上）

ギャラクシーマスターズ　ボールルーム選手権ギャラクシーマスターズ　ボールルーム選手権ギャラクシーマスターズ　ボールルーム選手権ギャラクシーマスターズ　ボールルーム選手権

ギャラクシーマスターズ　ラテンアメリカン選手権ギャラクシーマスターズ　ラテンアメリカン選手権ギャラクシーマスターズ　ラテンアメリカン選手権ギャラクシーマスターズ　ラテンアメリカン選手権

　予選ＷＴFQ4種目、準決、決勝ＷＴＶｗFＱ5種目

　予選CSRP4種目、準決・決勝CSRPJ5種目

　予選FQ2種目、準決WFQ3種目、決勝WTFQ4種目

ギャラクシーマスターズ　ボールルーム選手権 　予選ＷＴFQ4種目、準決、決勝ＷＴＶｗFＱ5種目

主催： JCF東部総局

公認： NPO法人 日本プロフェッショナルダンス競技連盟

1 会場 ファーストプレイス東京

※ヒールカバー着用

（日） ＪＡＴＤ杯全関東ラテン選手権ＪＡＴＤ杯全関東ラテン選手権ＪＡＴＤ杯全関東ラテン選手権ＪＡＴＤ杯全関東ラテン選手権 　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（カップル合計100歳以上）

　予選CSRP4種目、準決・決勝CSRPJ5種目

会場：ケヅカテツオダンスアカデミー（新大久保）

ＷＯＲＬＤ ＤＡＮＣＥ FESTIVAL　＆　ｷﾞｬﾗｸｼｰﾏｽﾀｰｽﾞｵｰﾌﾟﾝﾀﾞﾝｽﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟｽＷＯＲＬＤ ＤＡＮＣＥ FESTIVAL　＆　ｷﾞｬﾗｸｼｰﾏｽﾀｰｽﾞｵｰﾌﾟﾝﾀﾞﾝｽﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟｽＷＯＲＬＤ ＤＡＮＣＥ FESTIVAL　＆　ｷﾞｬﾗｸｼｰﾏｽﾀｰｽﾞｵｰﾌﾟﾝﾀﾞﾝｽﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟｽＷＯＲＬＤ ＤＡＮＣＥ FESTIVAL　＆　ｷﾞｬﾗｸｼｰﾏｽﾀｰｽﾞｵｰﾌﾟﾝﾀﾞﾝｽﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟｽ

　Ｗ・T・F／C・S・R

ギャラクシーマスターズ　ラテンアメリカン選手権

　Ｗ・T・F

　予選WF2種目、準決・決勝WTF3種目

ジュニア競技会（男女共15歳以下） 　W・T・Q／C・S・Rオープンシニアボールルーム競技会（男性40歳以上）

WDTメダルテスト＆技術講習会WDTメダルテスト＆技術講習会WDTメダルテスト＆技術講習会WDTメダルテスト＆技術講習会

　予選WT2種目、準決・決勝WTF3種目

アマ・プロオープンミックスダンス 　Ｗ・Ｔ・Ｆ・Ｃ・Ｓ・Ｒ 主管： JCF東部総局

公認： 一般社団法人ＮＤＣＪ

公認・主催： 一般社団法人NDCJ

会場　桐生市織物会館　織姫の間

※ヒールカバー着用

会場 すみだ産業会館

※ヒールカバー着用

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　長野県支局

会場  グランドプリンスホテル新高輪　飛天

主催・主管：ＪＤＣ

※ヒールカバー着用

会場 グランドプリンスホテル新高輪　『飛天』

会場　グランドプリンスホテル新高輪　『飛天』

主催：N　Ｄ．Ｂ．

主催：WDT東京都教師協会

公認：NPO法人日本プロフェッショナルダンス競技連盟

会場　ファーストプレイス東京

（日）

（日）

（日）

　予選CSRP4種目、準決・決勝CSRPJ5種目

統一全日本ボールルーム選手権 　Ｗ・Ｔ・Ｖｗ・Ｆ・Ｑ

（日）

レイリーナ杯　後期東京ラテン選手権　レイリーナ杯　後期東京ラテン選手権　レイリーナ杯　後期東京ラテン選手権　レイリーナ杯　後期東京ラテン選手権　 東京ラテン選手権

統一全日本ラテンアメリカン選手権

　予選WTF3種目、準決･決勝WTFQ4種目 シニア70ボールルーム競技会(男性70歳以上)

バルカーカップ　第２０回　プロフェッショナル統一全日本ダンス選手権大会バルカーカップ　第２０回　プロフェッショナル統一全日本ダンス選手権大会バルカーカップ　第２０回　プロフェッショナル統一全日本ダンス選手権大会バルカーカップ　第２０回　プロフェッショナル統一全日本ダンス選手権大会

　予選ＷＴFＱ4種目、準決・決勝ＷＴＶｗFＱ5種目

ライジングスターラテン競技会（前年度選手権決勝以下） 　予選CS2種目、準決CSR3種目、決勝CSRP4種目 B級シニア60ボールルーム競技会（男性60歳以上）

12
1

群馬県シニアスターボールルーム選手権　（男性40歳以上） 　予選ＷＴFＱ4種目、準決・決勝ＷＴＶｗFＱ5種目 　予選ＷＴFＱ4種目、準決・決勝ＷＴＶｗFＱ5種目

　Ｃ・Ｓ・Ｒ・Ｐ・Ｊ

群馬県ボールルーム選手権

東部日本ライジングスターボールルーム競技会 　W・T・F・Q

東部日本シニアスターボールルーム競技会（男性40歳以上） 　予選WTF3種目、準決・決勝WTFQ4種目

東部日本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・決勝CSRP4種目

B級シニア70ボールルーム競技会（男性70歳以上）

11 24

（日）

後期東部日本ボールルーム選手権後期東部日本ボールルーム選手権後期東部日本ボールルーム選手権後期東部日本ボールルーム選手権

後期東部日本ラテン選手権後期東部日本ラテン選手権後期東部日本ラテン選手権後期東部日本ラテン選手権

　予選ＷＴFＱ4種目、準決・決勝ＷＴＶｗFＱ5種目

　予選CSRP4種目、準決・決勝CSRPJ5種目

関東シニアスターボールルーム競技会（男性40歳以上）

9

9 22

（日）

Ｂ級ボールルーム競技会

統一シニアボールルーム選手権（男女共40歳以上）

6

統一全日本ボールルーム選手権

統一全日本ラテンアメリカン選手権

10

統一ライジングスターボールルーム競技会

統一ライジングスターラテンアメリカン競技会

　予選ＷＴFQ4種目、準決、決勝ＷＴＶｗFＱ5種目

　予選ＣＳＲP4種目、準決、決勝ＣＳＲＰＪ5種目

9 15

　　　２０１９ 後期ＪＣＦ東部総局主催競技会日程表　　　２０１９ 後期ＪＣＦ東部総局主催競技会日程表　　　２０１９ 後期ＪＣＦ東部総局主催競技会日程表　　　２０１９ 後期ＪＣＦ東部総局主催競技会日程表

Ｃ級シニア70ラテン競技会（男性70歳以上） 　予選Ｃ・Ｒ2種目、準決・決勝C・S・R3種目

　Ｗ・T・F

関東シニアスターラテン競技会（男性40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ＷＴF3種目、準決・決勝ＷＴFＱ4種目 B級シニア60ボールルーム競技会（男性60歳以上）

関東甲信越ボールルーム選手権 　予選ＷＴFＱ4種目、準決・決勝ＷＴＶｗFＱ5種目

　予選CR2種目、準決・決勝CSR3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）

A級シニア50ボールルーム競技会　（男性50歳以上）

A級シニア50ラテン競技会　（男性50歳以上）　予選ＷＴF3種目、準決・決勝ＷＴFQ4種目

　予選WT2種目、準決・決勝WTF3種目

関東ラテン選手権 　予選CSRP4種目、準決・決勝CSRPJ5種目

Ｂ級シニア65ボールルーム競技会　（男性65歳以上）

Ｂ級シニア50ボールルーム競技会 （男性50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

　予選ＷＴF3種目、準決ＷＴFQ4種目、決勝ＷＴVwFＱ5種目

10 20

11 3

会場　ニューピアホール

※ヒールカバー着用

公認： 一般社団法人NDCJ

東京シニアスターボールルーム競技会　（男性40歳以上）

B級シニア50ラテン競技会（男性50歳以上）

JDC＆NDCJ　第５回プロフェッショナル統一ライジングスター競技会　統一シニア選手権大会　第７回アマチュア統一全日本選手権大会JDC＆NDCJ　第５回プロフェッショナル統一ライジングスター競技会　統一シニア選手権大会　第７回アマチュア統一全日本選手権大会JDC＆NDCJ　第５回プロフェッショナル統一ライジングスター競技会　統一シニア選手権大会　第７回アマチュア統一全日本選手権大会JDC＆NDCJ　第５回プロフェッショナル統一ライジングスター競技会　統一シニア選手権大会　第７回アマチュア統一全日本選手権大会

Ｂ級ラテン競技会 　予選CSR3種目、準決CSRP4種目、決勝CSRPJ5種目

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・決勝CSRP4種目 シニア70ボールルーム競技会（男性70歳以上）

Ｃ級シニア60ボールルーム競技会（男性60歳以上）

10

プレミアムマスターズ選手権 　Ｗ・Ｔ

13 レイリーナ杯　後期東京ボールルーム選手権　レイリーナ杯　後期東京ボールルーム選手権　レイリーナ杯　後期東京ボールルーム選手権　レイリーナ杯　後期東京ボールルーム選手権　 　予選WTFQ4種目、準決・決勝WTVwFQ5種目 東京ボールルーム選手権　

（日）


