
　　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

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

Ｃ級競技会 　Ｗ・Ｔ・Ｆ／Ｃ・Ｓ・Ｒ

Ｄ級競技会 　Ｗ・Ｔ／Ｃ・Ｒ

山野

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

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

矢部

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

Ｃ級競技会 　Ｗ・Ｔ・Ｆ／Ｃ・Ｓ・Ｒ

Ｄ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　２．６．２９

● 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/

※
不測の事態が生じた場合は、その都度判断し情報を提供させていただきます。

※

※ 競技会運営スタッフ等は、マスクを着用致しますことをご了承ください。なお、参加される皆様も出来るだけマスクを着用し、咳エチケットへのご協力をお願い致します。

※ 会場には、菌やウイルス除去に効果的な除菌スプレーを通常より多めに設置致しますので、手洗いと合わせて活用をお願い致します。

関東シニアスターボールルーム競技会（男性４０歳以上）

シニアスターボールルーム競技会（男性４０歳以上）　予選ＦＱ２種目、準決ＷＦＱ３種目、決勝ＷＴＦＱ４種目

9 27

（日）

統一全日本ショーダンス選手権　ボールルーム部門統一全日本ショーダンス選手権　ボールルーム部門統一全日本ショーダンス選手権　ボールルーム部門統一全日本ショーダンス選手権　ボールルーム部門

4

シニアスターボールルーム競技会（男性４０歳以上）

プレミアムマスターズ選手権 　Ｗ・Ｔ

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

統一全日本ショーダンス選手権　ラテン部門統一全日本ショーダンス選手権　ラテン部門統一全日本ショーダンス選手権　ラテン部門統一全日本ショーダンス選手権　ラテン部門

9
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

9 20

（日）

11 3

東京シニアスターボールルーム競技会　（男性４０歳以上）

ＪＤＣ＆ＮＤＣＪ　プロフェッショナル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　プロフェッショナル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　プロフェッショナル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　プロフェッショナル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

全日本選抜ボールルーム選手権

全日本選抜ラテン選手権

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）

10 18

10 11

ＷＤＴメダルテスト＆技術講習会＆教師試験ＷＤＴメダルテスト＆技術講習会＆教師試験ＷＤＴメダルテスト＆技術講習会＆教師試験ＷＤＴメダルテスト＆技術講習会＆教師試験

10

統一シニアボールルーム選手権（男女共４０歳以上）

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　＆　第１回ＪＣＦ全日本選抜プロダンス選手権大会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　＆　第１回ＪＣＦ全日本選抜プロダンス選手権大会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　＆　第１回ＪＣＦ全日本選抜プロダンス選手権大会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　＆　第１回ＪＣＦ全日本選抜プロダンス選手権大会

Ｂ級シニア６０ボールルーム競技会（男性６０歳以上） 　Ｗ･Ｔ･F

(祝火)

Ａ級シニア７０ボールルーム競技会(男性７０歳以上)

　　　令和２年度　後期ＪＣＦ東部総局主催競技会日程表　　　令和２年度　後期ＪＣＦ東部総局主催競技会日程表　　　令和２年度　後期ＪＣＦ東部総局主催競技会日程表　　　令和２年度　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）

全関東ラテン選手権 　予選ＣＳＲＰ４種目、準決・決勝ＣＳＲＰＪ５種目

月 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

6
会場 ファーストプレイス東京

（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 関東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ＷＴＦ３種目、準決･決勝ＷＴＦＱ４種目

（日）

バルカーカップ　第２１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２１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２１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２１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

　第２0回ギャラクシーマスターズオープンダンス選手権大会　＆　NDCJ第２0回統一全日本ショーダンス選手権大会　第２0回ギャラクシーマスターズオープンダンス選手権大会　＆　NDCJ第２0回統一全日本ショーダンス選手権大会　第２0回ギャラクシーマスターズオープンダンス選手権大会　＆　NDCJ第２0回統一全日本ショーダンス選手権大会　第２0回ギャラクシーマスターズオープンダンス選手権大会　＆　NDCJ第２0回統一全日本ショーダンス選手権大会

　予選ＷＴＦＱ４種目、準決・決勝ＷＴＶｗＦＱ５種目

　予選ＣＳＲＰ４種目、準決・決勝ＣＳＲＰＪ５種目

　予選ＷＴＦＱ４種目、準決・決勝ＷＴＶｗＦＱ５種目 東京ボールルーム選手権　

東京ラテン選手権

　Ｗ・Ｔ・Ｆ

統一シニアラテンアメリカ選手権（男女共４０歳以上）

（日）

Ａ級シニア７０ボールルーム競技会（男性７０歳以上）

東京ボールルーム選手権　東京ボールルーム選手権　東京ボールルーム選手権　東京ボールルーム選手権　

　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

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ＷＦ２種目、準決・決勝ＷＴＦ３種目

　予選ＣＳＲ３種目、準決・決勝ＣＳＲＰ４種目

　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

東京ラテン選手権　東京ラテン選手権　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

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

主催： ＪＣＦ東部総局

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

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

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

会場　グランドプリンスホテル新高輪　『飛天』

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：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

会場：ケヅカテツオダンスアカデミー（新大久保）

公認主催： 一般社団法人ＮＤＣＪ　主管：ＪＣＦ東部総局

　予選ＷＴＦＱ４種目、準決・決勝ＷＴＶｗＦＱ５種目

　予選ＷＴＦ３種目、準決・決勝ＷＴＦＱ４種目

Ａ級シニア６０ボールルーム・ラテン競技会(男性６０歳以上)

Ａ級シニア６０ボールルーム競技会（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

　予選ＣＳＲＰ４種目、準決・決勝ＣＳＲＰＪ５種目

　予選ＣＳＲＰ４種目、準決・決勝ＣＳＲＰＪ５種目

　予選ＷＴ２種目、準決・決勝ＷＴＦ３種目

プロ・アマミックスダンス 　Ｗ・Ｔ・Ｆ・Ｃ・Ｓ・Ｒ

会場　ファーストプレイス東京

※ヒールカバー着用

※ヒールカバー着用

公認： 一般社団法人ＮＤＣＪ

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

東部日本ラテン選手権　予選WＴＦＱ４種目、準決・決勝ＷＴＶｗＦＱ５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

　Ｗ・Ｔ・Ｖｗ・F・Ｑ・Ｃ・Ｓ・Ｒ・Ｐ・Ｊ 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

主催：ＪＣＦ東部総局　　主管：ＮＤ．Ｂ．

　予選ＷＴＦ３種目、準決・決勝ＷＴＦＱ４種目 Ａ級シニア６０ボールルーム競技会（男性６０歳以上） 　Ｗ･Ｔ･Ｆ

会場　ニューピアホール

公認・主催： 一般社団法人ＮＤＣＪ

会場 グランドプリンスホテル新高輪　『飛天』

11

（日）

会場　グランドプリンスホテル高輪

主催：ＪＣＦ東部総局　主管：天野博文

アマチュアラテンクラッシック競技会アマチュアラテンクラッシック競技会アマチュアラテンクラッシック競技会アマチュアラテンクラッシック競技会

（日）

（日）

公認： ＮＰＯ法人 日本プロフェッショナルダンス競技連盟

Ｂ級ボールルーム競技会 　予選ＷＴＦ３種目、準決・決勝ＷＴＦＱ４種目

主催： ＪＣＦ東部総局　群馬県支局

6

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

22

東部日本ボールルーム選手権東部日本ボールルーム選手権東部日本ボールルーム選手権東部日本ボールルーム選手権

　Ｃ・Ｓ・Ｒ・Ｐ・Ｊ

　予選ＣＳＲＰ４種目、準決・決勝ＣＳＲＰＪ５種目

ＮＤＣＪ第２０回プロフェッショナル統一全日本１０ダンス選手権大会　＆　ＪＣＦ後期東部日本選手権大会ＮＤＣＪ第２０回プロフェッショナル統一全日本１０ダンス選手権大会　＆　ＪＣＦ後期東部日本選手権大会ＮＤＣＪ第２０回プロフェッショナル統一全日本１０ダンス選手権大会　＆　ＪＣＦ後期東部日本選手権大会ＮＤＣＪ第２０回プロフェッショナル統一全日本１０ダンス選手権大会　＆　ＪＣＦ後期東部日本選手権大会

統一全日本１０ダンス選手権統一全日本１０ダンス選手権統一全日本１０ダンス選手権統一全日本１０ダンス選手権

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）

会場　桐生市織物会館　織姫の間

※ヒールカバー着用

発熱者の出場及び入場はできません。必要に応じて体温計にて確認して37.5℃以上の発熱がある方には入場をお断りさせていただきますので、予めご了承ください。

※

通常競技会の出場申込締切は３週間前とさせていただきます。締切日厳守でお願い致します。

Ｂ級シニア６０ボールルーム競技会（男性６０歳以上） 　Ｗ･Ｔ･F

公認： ＮＰＯ法人 日本プロフェッショナルダンス競技連盟

12 13

12

※ヒールカバー着用

　予選ＷＴＦ３種目、準決・決勝ＷＴＦＱ４種目

　予選ＷＴＦＱ４種目、準決・決勝ＷＴＶｗＦＱ５種目群馬県ボールルーム選手権

　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

公認主催：一般社団法人ＮＤＣＪ　主管：ＪＣＦ東部総局

※

健康管理に十分ご注意の上、競技会への参加をお願い致します。

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

（日）


