
№
都道府
県名

日程 催事名 開催場所 開催内容 担当者 連絡先

1
6/13
～14

日本インターナショナルダンス選手
権大会

日本武道館
ジュニア・ジュブナイル競技会
併催

2 8/1
ジャパン・ジュニア・ダンス・フェス
ティバル

中央区立総合スポーツセンター
シャドーダンス競技会
バッジ・テスト

3
8/1
～2

小･中･高校生ボールルームダンス･
全日本チャンピオンシップ

中央区立総合スポーツセンター 競技会

4
10/24
  ～25

全日本ダンス選手権大会
静岡県コンベンションアーツ
センター（グランシップ）

ジュニア・ジュブナイル競技会
併催（予定）

5
3/5
～6

スーパージャパンカップダンス 幕張イベントホール（幕張メッセ）
ジュニア・ジュブナイル選手権
併催

6 4/19
第52回毎日杯/第26回杉山杯争奪
全道ダンス選手権大会

札幌コンベンションセンター
ジュニア・ジュブナイル競技会
併催

鈴木ダンススクール 011-271-5755

7 5/10
2015田口・出口杯
函館ボールルームダンス競技会

サン・リフレ函館
ジュニア・ジュブナイル競技会
併催

ダンススクール
いのまた

0138-41-3107

8 5/10
第10回
釧路ボールルームダンス競技会

釧路カルチャープラザ
ジュニア・ジュブナイル競技会
併催

ダンススクール
場谷

0154-38-7137

9 6/19
2015北海道インターナショナル
ダンス選手権大会

シャトレーゼ　ガトーキングダム
サッポロ

ジュニア・ジュブナイル競技会
併催

鈴木ダンススクール 011-271-5755

10 7/19
北海道ボールルームダンス
アスリート協会主催
2015全道アマチュアダンス競技会

北海きたえーるサブアリーナ
ジュニア・ジュブナイル競技会
併催

本間ダンススタジオ 011-886-0789

11 9/6
2015北海道ドリーミーダンス競技会
旭川大会

旭川大雪アリーナ
ジュニア・ジュブナイル競技会
併催

ユニバーサル
ダンススタジオ

011-866-0789

ジュニア・ジュブナイルに関する催事予定

（平成27年4月～平成28年3月）

連　盟
主　催

連盟事務局 03-5652-7351

※予告なく変更になる場合がございます。詳しくは連絡先へお問い合わせください。

北海道
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ジュニア・ジュブナイルに関する催事予定

（平成27年4月～平成28年3月）

※予告なく変更になる場合がございます。詳しくは連絡先へお問い合わせください。

12 9/27 全道クラス別ダンス競技会
札幌パークホテル 地下2階
パークプラザ

ジュニア・ジュブナイル競技会
併催

本間ダンススタジオ 011-886-0789

13 11/8
第33回道新スポーツ杯争奪
北海道ダンス選手権大会

札幌コンベンションセンター
ジュニア・ジュブナイル競技会
併催

本間ダンススタジオ 011-886-0789

14 未定 青少年育成協会講習会 未　定 講習会 本間　敏博 011-866-0789

15 未定 子どもボールルームダンス発表会 未　定
模擬競技会・ソロデモフォー
メーション発表

遠見　新一 011-704-7297

16
H28年

2月予定
全道クラス別ダンス競技会 未　定

ジュニア・ジュブナイル競技会
併催

未　定
JBDF北海道事務局

011-827-7611

17
H28年

3月予定

札幌ボールルームダンス
アスリート協会主催
2015全道アマチュア競技会

未　定
ジュニア・ジュブナイル競技会
併催

本間ダンススタジオ 011-886-0789

18 5/31 前期青森県スポーツダンス大会 青森市はまなす会館
競技会
ジュニア・ジュブナイル含む

19 9/27 後期青森県スポーツダンス大会 八戸市南郷体育館
競技会
ジュニア・ジュブナイル含む

20 岩　手 7/5
岩手県プロ・アマミックスドダンス
競技大会

盛岡市都南公民館 トライアル 高橋　昭治 019-625-1858

21 5/6 前期全宮城ダンス選手権大会 グランディ２１
ジュニア　Ｗ・T / Ｓ・Ｒ
ジュブナイル　Ｗ / Ｃ

22 9/23 中期全宮城ダンス選手権大会 富谷武道館 未　定

青　森
アオモリ・ダンス・

アカデミー
神成　昭丸

017-777-8070

北海道

宮　城 芦田　恵子 090-3646-4190
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ジュニア・ジュブナイルに関する催事予定

（平成27年4月～平成28年3月）

※予告なく変更になる場合がございます。詳しくは連絡先へお問い合わせください。

23 宮　城 10/4 後期全宮城ダンス選手権大会 古川総合体育館 未　定 芦田　恵子 090-3646-4190

24 5/31 子供バッジテスト 未　定 バッジテスト

25 10/4 子供バッジテスト 未　定 バッジテスト

26 11/8
第63回全東北ダンス選手権大会
＆ 後期全福島ダンス各級競技会

未　定 ジュニア・ジュブナイル競技会

27 3/27 前期全福島ダンス選手権大会 未　定 ジュニア・ジュブナイル競技会

28 4/5
関東甲信越競技ダンス選手権新潟
県大会　東部日本ボールルーム
ダンス連盟プロＤ・Ｎ級競技会

長岡市みしま体育館
ジュニア スタンダード
ジュニア ラテンアメリカン

29 4/29
前期新潟県スポーツダンス選手権
大会　関東甲信越ブロック公認
ノービス級競技会

黒埼地区総合体育館
ジュニア Ｓｔ・Ｌａ
ジュブナイル Ｗ・Ｔ

30 8/30
関東甲信越競技ダンス選手権新潟
県大会　東部日本ボールルーム
ダンス連盟プロＤ・Ｎ級競技会

小千谷市総合体育館
ジュニア スタンダード
ジュニア ラテンアメリカン

31 11/23
後期新潟県スポーツダンス選手権
大会　関東甲信越ブロック公認
ノービス級競技会

長岡市市民体育館
ジュニア Ｓｔ・Ｌａ
ジュブナイル Ｗ・Ｔ

32 7/20
第36回
グランドダンスフェスティバル

石川県立音楽堂交流ホール
スタンダード・ラテンアメリカン
のミックスダンス

宮崎　英臣 076-222-0578

33 2/14 第17回ダンスフェスティバル石川 石川県立音楽堂交流ホール
スタンダード・ラテンアメリカン
のミックスダンス

福浦　英隆 0767-53-2831

新　潟 山崎　高男 0256-93-2109

石　川

福　島 蒲生　勝則 0246-88-7650
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34 8/23
長野県
アマ・プロダンスフェスティバル

長野県上田市創造館
１５歳以下 メダルテスト
Ｓ（Ｗ・Ｔ）　Ｌ（Ｒ・Ｃ・Ｓ・Ｐ・Ｊ）

小泉　義明
小泉ダンススクール

0268-38-9950

35 9月
秋期関東甲信越競技ダンス長野県
大会

長野市運動公園体育館 ジュニア競技会（Ｗ・Ｔ・Ｒ・Ｊ） 城倉　清治
伊那ダンススクール

0265-72-1695

36 11/1
中部日本ダンス競技岐阜県大会
岐阜市教育委員会賞

ヒマラヤアリーナ 競技会

37 3/20 中部日本ダンス競技岐阜県大会 ヒマラヤアリーナ 競技会

38 4/26
静岡県知事杯争奪　2015年
中部日本ダンス競技静岡県大会

グランシップ大ホール
ジュニア・ジュブナイル競技会
シャドーコンテスト

39 8/23
2015年
中部日本ダンス競技静岡県大会

グランシップ大ホール
ジュニア・ジュブナイル競技会
シャドーコンテスト

40 9/20 中部日本ダンス競技愛知県大会 名古屋市公会堂４Ｆホール
ジュニア部門
ジュブナイル部門

41 11/22 中部日本ダンス競技愛知県大会 名古屋市公会堂４Ｆホール
ジュニア部門
ジュブナイル部門

42 2/21 中部日本ダンス競技愛知県大会 名古屋市公会堂４Ｆホール
ジュニア部門
ジュブナイル部門

43 三　重 4/19
「ダンスの日」
スプリングダンスパーティー

松阪商工会議所
ジュニア・ジュブナイル演技
発表

齋藤　千晶 0596-24-8906

44 奈　良 5/3
第26回
奈良アマチュアダンス競技大会

香芝市総合体育館
ジュニア・ジュブナイル競技会
併催

長村　惠次 0745-79-0816

静　岡

岐　阜 岩本　吉夫 058-265-5705

長　野

熊谷　克彦 054-336-3690

愛　知 柘植　よしひろ 052-851-5677
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45 鳥　取 未定 「ダンスの日」 記念イベント 未　定 未　定 永倉　美智子 0859-29-6573

46 8/2
第44回
ニュースターズダンス競技大会

コンベックス岡山
マスカットホール

ジュニア・ジュブナイル混合
Ｃ・Ｓ・Ｒ（総合）

47 11/15
ダンスの日記念行事　第7回
岡山県ジュニアダンス競技大会

国際交流センター８F
イベントホール

ジュニア・ジュブナイル混合
Ｃ・Ｓ・Ｒ・Ｗ・Ｔ（単科）

48 4/5 山口県ダンスフェスティバル 下関市菊川アブール コンペ 藤崎　タエ子 0832-82-0113

49 5/10 美空ひばり祭 in 周南 周南市市民館 歌と踊りと生演奏の祭典
美空ひばりファンクラ
ブ（山口）不死鳥の会

090-8993-0804

50 10/18 ダンスフェスティバル 周南市 コンペ 藤崎　タエ子 0832-82-0113

51 福　岡 9/22
九州ボールルームダンス競技福岡
大会

アクロス福岡 ジュニア・ジュブナイル競技会 伊東　浩 092-724-7828

52 熊　本 7/26
九州ボールルームダンス競技熊本
大会

熊本市総合体育館 ジュニア・ジュブナイル競技会 宮崎　洋子 096-352-6480

53 大　分 4/26
九州ボールルームダンス競技別府
大会

別府市ビーコンプラザ ジュニア・ジュブナイル競技会 豊島　勝利 0977-24-4104

岡　山 人見　淳一 086-294-1620

山　口
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