
　　開　催　内　容 　　　　種　目 　　開　催　内　容 　　　　種　目

　（ボールルーム・ラテン片方だけでも出場できます）

中沢

柳田

石原

大山

児玉

島田

一村

中泉

柳田

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 R3.11.30

● ＪＣＦ東部総局事務局 競技会申し込み先　及び　各種問合せ先 TEL 03-6908-5806

〒169-0073 東京都新宿区百人町2-11-24-801　染矢グロービル FAX 03-6908-5803　

● 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 TEL 03-6303-4345

e-mail hk_amano@nifty.com FAX 03-6303-4344　

● 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 03-6908-5806　

〒169-0073 東京都新宿区百人町2-11-24-801　染矢グロービル FAX 03-6908-5803　

● 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/ ●　ＪＰＣＬホームページ　http://www.jpcl.jp/ 　　　●　ＷＤＴホームページ　http://www.wdt－jp.com

※ 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。

※ 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。

※ 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。

※ 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、参加される皆様もマスクを着用し、咳エチケットへのご協力お願い致します。

※ 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。

※ 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。

公認：アジア太平洋ダンス議会・一般社団法人NDCJ　

5 15
（日） WDT　教師試験

会場：ケヅカテツオダンスアカデミー

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

未定

3

3 20

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

（日）

　予選ＷＴＦ3種目、準決ＷＴＦＱ4種目、決勝ＷＴＶｗＦＱ5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

会場：ケヅカテツオダンスアカデミー

　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ＷＦ2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

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

関東ボールルーム選手権

主催： JCF東部総局

3 13

4

17

JR品川駅下車徒歩5分　

会場：グランドプリンスホテル新高輪　飛天

　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

ユニバーサルグランプリボールルーム選手権

ユニバーサルグランプリラテン選手権

　予選ＷＴＦＱ4種目、準決・決勝ＷＴＶｗＦＱ5種目

　予選ＣＳＲＰ4種目、準決・決勝ＣＳＲＰＪ5種目

会場：東京プリンスホテル

主催：JPCL

※ヒールカバー着用

　予選ＣＲ２種目、準決ＣＳＲ３種目、決勝ＣＳＲＰ４種目

（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

ユニバーサルグランプリボールルーム選手権

ユニバーサルグランプリラテン選手権

　Ｗ・Ｔ・Ｖｗ・Ｆ・Ｑ　単科競技会

主催：ＪＣＦ東部総局

Ｄ級競技会

※ヒールカバー着用

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65ボールルーム競技会　（男性65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

　予選ＷＴＦＱ4種目、準決・決勝ＷＴＶｗＦＱ5種目

全関東ラテン選手権 　予選ＣＳＲＰ4種目、準決・決勝ＣＳＲＰＪ5種目

シニア60ボールルーム競技会(男性60歳以上) 　Ｗ・Ｔ・Ｆ

シニア70ボールルーム競技会（男性70歳以上） 　Ｗ・Ｔ・Ｆ

Ｂ級競技会 　Ｗ・Ｔ・Ｆ・Ｑ／Ｃ・Ｓ・Ｒ・Ｐ

　Ｗ・Ｔ／Ｃ・Ｒ

　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

公認：NPO法人日本プロフェッショナルダンス競技連盟

6

4

5 22

26

5

6 12

（日）

（日）

（日）

（日）

5 1
（日）

Ｃ級競技会

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

JPCL　CUP

前期東京ボールルーム選手権

　予選ＷＴＦＱ4種目、準決・決勝ＷＴＶｗＦＱ5種目

　予選ＣＳＲＰ4種目、準決・決勝ＣＳＲＰＪ5種目

　Ｗ・Ｔ・Ｆ・Ｑ／Ｃ・Ｓ・Ｒ・Ｐ

前期東部日本ボールルーム選手権

前期東部日本ラテン選手権

Ｂ級競技会

100スターラテン選手権（カップル合計100歳以上）

N級競技会

C級競技会

D級競技会

N級競技会

　Ｃ・Ｓ・Ｒ・Ｐ・Ｊ　単科競技会

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

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

　予選ＷＴ2種目、準決ＷＴＦ3種目、決勝ＷＴＦＱ4種目

　予選ＷＴ2種目、準決ＷＴＦ3種目、決勝ＷＴＦＱ4種目

前期全関東ラテン選手権

　予選ＷＴＦＱ4種目、準決・決勝ＷＴＶｗＦＱ5種目

　予選ＣＳＲＰ4種目、準決・決勝ＣＳＲＰＪ5種目

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

　予選ＣＳＲ3種目、準決ＣＳＲＰ4種目、決勝ＣＳＲＰＪ5種目

　予選ＷＴ2種目、準決ＷＴＦ3種目、決勝ＷＴＦＱ4種目

　予選ＷＴ2種目、準決ＷＴＦ3種目、決勝ＷＴＦＱ4種目

　Ｗ・Ｔ・Ｆ／Ｃ・Ｓ・Ｒ

　Ｗ・Ｔ・Ｆ（単科）　

　Ｃ・Ｓ・Ｒ

　Ｗ・Ｔ・Ｆ／Ｃ・Ｓ・Ｒ

　予選ＣＳＲＰ4種目、準決・決勝ＣＳＲＰＪ5種目

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

　Ｗ・Ｔ／Ｃ・Ｒ

Ｂ級ボールルーム競技会 　Ｗ・Ｔ・Ｆ・Ｑ

N級競技会

　予選WT2種目、準決・決勝ＷＴＦ3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

Ｎ級競技会

Ｅ級競技会

A級シニアスターボールルーム競技会（男性50歳以上）

日

　Ｗ・Ｔ・Ｆ／Ｃ・Ｓ・Ｒ

　Ｗ・Ｔ／Ｃ・Ｒ

（日）

東部日本ラテン選手権 会場：都立産業貿易センター台東館　5階

※ヒールカバー着用

※ヒールカバー着用

会場:横浜市教育会館

　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

　予選ＷＴ2種目、準決ＷＴＦ3種目、決勝ＷＴＦＱ4種目

　予選ＣＳＲ3種目、準決ＣＳＲＰ4種目、決勝ＣＳＲＰＪ5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

Ｄ級競技会

Ｄ級競技会

B級シニア70ボールルーム競技会（男性70歳以上）

　Ｗ・Ｔ／Ｃ・Ｒ 

Ｂ級ラテン競技会

Ｃ級ボールルーム競技会

　Ｗ・Ｔ・Ｆ／Ｃ・Ｓ・Ｒ

Ｎ級競技会 　Ｗ・Ｔ／Ｃ・Ｒ

Ｃ級競技会

　　　令和４年度 前期ＪＣＦ東部総局主催競技会日程表　

1 23

2 20

月 会　場
アマチュアプロフェッショナル

東部日本１０ダンス選手権 　Ｗ・Ｔ・Ｖｗ・Ｆ・Ｑ／Ｃ・Ｓ・Ｒ・Ｐ・Ｊ

　（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）

シニアスターボールルーム競技会(男性40歳以上)

ダイヤモンドスター競技会(男性170cm以下)

Ｂ級競技会

Ｃ級競技会

　予選ＷＴＦＱ4種目、準決、決勝ＷＴＶｗＦＱ5種目

　予選ＷＴＦ3種目、準決、決勝ＷＴＦＱ4種目

　予選ＣＳＲＰ4種目、準決・決勝ＣＳＲＰＪ5種目

　予選ＷＴＦ3種目、準決・決勝ＷＴＦＱ4種目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）

神奈川選手権ボールルーム A級ボールルーム

A級シニア70ボールルーム競技会（男性70歳以上）

N級競技会 　Ｗ・Ｔ／Ｃ・Ｒ Ｎ級競技会

　予選ＷＴ2種目、準決ＷＴＦ3種目、決勝ＷＴＦＱ4種目

B級シニア50ボールルーム競技会（男性50歳以上）

　Ｗ・Ｔ・Ｆ／Ｃ・Ｓ・Ｒ

Ｃ級競技会 　Ｗ・Ｔ・Ｆ／Ｃ・Ｓ・Ｒ Ｂ級ラテン競技会

　Ｗ・Ｔ／Ｃ・Ｒ

　Ｗ・Ｔ／Ｃ・Ｒ

A級シニア60ボールルーム競技会（男性60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級ラテン競技会

B級ボールルーム競技会

ウルトラシニア競技会（男性75歳以上）

Ｄ級競技会

Ｃ級ラテン競技会

Ｃ級競技会

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

公認： NPO法人 日本プロフェッショナルダンス競技連盟

　Ｗ・Ｔ／Ｃ・Ｒ 主催： JCF東部総局

Ｄ級競技会Ｄ級競技会

　Ｗ・Ｔ・F・Ｑ／Ｃ・Ｓ・Ｒ・Ｐ

　予選ＷＴＦ3種目、準決、決勝ＷＴＦＱ4種目

　予選ＷＴＦ3種目、準決、決勝ＷＴＦＱ4種目

　Ｗ・Ｔ・Ｆ／Ｃ・Ｓ・Ｒ

　Ｗ・Ｔ／Ｃ・Ｒ

　Ｗ・Ｔ・Ｆ・Ｑ／Ｃ・Ｓ・Ｒ・Ｐ

ダイヤモンドスターボールルーム競技会（男性170cm以下）

シニア70ボールルーム競技会（男性70歳以上）

Ｂ級競技会

Ｃ級競技会

　Ｗ・Ｔ・F

　Ｗ・Ｔ／Ｃ・Ｒ

　予選ＷＴ2種目、準決ＷＴＦ3種目、決勝ＷＴＦＱ4種目

（日）

※ウルトラシニア競技会の申し込みは

　　　神奈川県支局までお願い致します。

　　　Ｔｅｌ　０４５－３１１－３４４５　　Ｆａｘ　０４５－３１１－４２２７

東京ボールルーム選手権

東京ラテン選手権

　予選ＷＴＦＱ4種目、準決・決勝ＷＴＶｗＦＱ5種目

　予選ＣＳＲＰ4種目、準決・決勝ＣＳＲＰＪ5種目

　予選ＷＴＦＱ4種目、準決・決勝ＷＴＶｗＦＱ5種目

主管：JBDF

会場：未定

NDCJ　第２２回 統一全日本10ダンス選手権大会 公認・主催：一般社団法人NDCJ

会場：都立産業貿易センター台東館　4階

ＷＤＴ 総会・教師試験講習・ベーシックコンテスト

B級シニア60ボールルーム競技会（男性60歳以上）

主催： JCF東部総局　神奈川県支局

　Ｗ・Ｔ／Ｃ・Ｒ

関東選手権ラテン

Ｂ級シニアスターボールルーム競技会（男性50歳以上）

Ｂ級ボールルーム競技会

Ｂ級ラテン競技会

※ヒールカバー着用

　Ｗ・Ｔ・Ｆ

前期東京ラテン選手権

シニアスターボールルーム競技会（男性40歳以上）

　予選ＣＳＲＰ4種目、準決・決勝ＣＳＲＰＪ5種目

ＤＮ級競技会 　Ｗ・Ｔ／Ｃ・Ｒ　　　  　N 級出場可能

　予選ＷＴＦ3種目、準決、決勝ＷＴＦＱ4種目

関東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・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

Ｃ級ボールルーム競技会 　予選ＷＴ2種目、準決・決勝ＷＴＦ3種目

Ｂ級ボールルーム競技会

アジア太平洋ボールルームダンス選手権

アジア太平洋ラテンダンス選手権

　予選ＷＴＦＱ4種目、準決・決勝ＷＴＶｗＦＱ5種目

　予選ＣＳＲＰ4種目、準決・決勝ＣＳＲＰＪ5種目

会場：ザ・プリンスパークタワー東京アジア太平洋ダンス選手権大会

主催：NPO法人日本プロフェッショナルダンス競技連盟・ニッポンダンシングブラザーズ

主催：JCF東部総局　神奈川県支局

公認：NPO法人日本プロフェッショナルダンス競技連盟JCF 全日本ダンス選手権大会　　

会場：横浜・新都市ホール　

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級競技会

シニア60ボールルーム競技会（男性60歳以上）

B級シニア60競技会(男性60歳以上)

　Ｗ・Ｔ・Ｆ

　Ｗ・Ｔ・Ｆ

　Ｗ・Ｔ／Ｃ・Ｒ

Ｂ級競技会 　Ｗ・Ｔ・Ｆ・Ｑ／Ｃ・Ｓ・Ｒ・Ｐ

　Ｗ・Ｔ・Ｆ／Ｃ・Ｓ・Ｒ

全関東ボールルーム選手権

　Ｗ・Ｔ・Ｆ・Ｑ／Ｃ・Ｓ・Ｒ・Ｐ

主催：JCF東部総局

※ヒールカバー着用

B級シニア70競技会(男性70歳以上)

C級競技会

（日）

前期全関東ボールルーム選手権

N級競技会

　Ｗ・Ｔ／Ｃ・Ｒ

　Ｗ・Ｔ／Ｃ・Ｒ

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

　予選ＣＳＲ3種目、準決・決勝ＣＳＲＰ4種目シニアスターラテン競技会（男性40歳以上）

Ｃ級競技会 　Ｗ・Ｔ・Ｆ／Ｃ・Ｓ・Ｒ

Ｄ級競技会

関東ラテン選手権 　予選ＣＳＲＰ4種目、準決・決勝ＣＳＲＰＪ5種目

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

N級競技会 　Ｗ・Ｔ／Ｃ・Ｒ

　Ｗ・Ｔ・Ｆ／Ｃ・Ｓ・Ｒ

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）

D級競技会 　Ｗ・Ｔ／Ｃ・Ｒ

Ｂ級シニア70ボールルーム競技会（男性70歳以上） 　Ｗ・Ｔ・ＦＤ級競技会 　Ｗ・Ｔ／Ｃ・Ｒ

　Ｗ・Ｔ・ＦＢ級シニア60ボールルーム競技会（男性60歳以上）

　Ｗ・Ｔ・Ｆ

N級競技会

Ｂ級競技会 　Ｗ・Ｔ・Ｆ・Ｑ／Ｃ・Ｓ・Ｒ・Ｐ

Ｃ級競技会

会場：都立産業貿易センター台東館　6階

※ヒールカバー着用

　予選ＷＴ２種目、準決ＷＴＦ３種目、決勝ＷＴＦＱ４種目

　予選ＣＲ２種目、準決ＣＳＲ３種目、決勝ＣＳＲＰ４種目

シニア60ボールルーム競技会（男性60歳以上）

シニア60ラテン競技会（男性60歳以上）

　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

　予選ＣＳＲ3種目、準決・決勝ＣＳＲＰ4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　　

主催： WDT東京都教師協会

　予選ＣＳＲ3種目、準決・決勝ＣＳＲＰ4種目

シニア60競技会（男性60歳以上） 　Ｗ・Ｔ・Ｆ／Ｃ・Ｓ・Ｒ

　Ｗ・Ｔ・Ｆ・Ｑ／Ｃ・Ｓ・Ｒ・ＰＢ級競技会

　Ｗ・Ｔ／Ｃ・Ｒ

　予選ＷＴ2種目、準決・決勝ＷＴＦＱ4種目

会場 ：イコス上尾

会場：都立産業貿易センター台東館　5階

Ａ級シニア65ボールルーム競技会　（男性65歳以上）

taguchi
鉛筆

taguchi
鉛筆




