
前期

平成30年5月9日現在

会場 主管 公認番号

1 21 東部日本ニュースターグランプリ Ⅰ 東京都立産業貿易センター台東館・４Ｆ 東部 201826A・P

4 中部ダンスフェスティバル in 名古屋 邦和スポーツランド 中部 201801A・P

11 東京インペリアルチャンピオンシップス ファーストプレイス東京 東部 201802A・P

11 ダンシンググランプリ西部 京都市・KBSホール 西部 201815A・P

17 初めての方の競技会 コンフォートホール大宮 東部 201828A

25 2018 ワールドスーパーシリーズアジアオープン 日本武道館 ＪＤＣ

18 東部日本ニュースターグランプリ Ⅰ 東京都立産業貿易センター台東館5F北 東部 201803A・P

11 中部ダンスフェスティバル in 名古屋 ナディアパーク・デザインホール 中部 201804A・P

11 ダンシンググランプリ広島 福山市・ローズアリーナ 西部 201816A・P

25 ダンシンググランプリ滋賀 瀬田公園体育館 西部 201817A

18 全九州ダンス選手権大会 サンライズ杷木 九州 201818A・P

1 中部ダンスフェスティバル in 金沢 石川県立音楽堂 中部 201805A・P

8 前期・イーストジャパンダンス選手権-L ファーストプレイス東京 東部 201806」A・P

8 前期・西部ダンス選手権大会 京都市・伏見公園体育館 西部 201819A・P

15 全九州オープンダンス選手権大会 鹿児島中央公民館 九州 201820A・P

15 彩の国ダンスフェスティバル 2018 進修館 東部 201813AP

29 群馬ダンスフェスティバル 伊勢崎市民プラザ 東部 201807A・P

29 ダンシンググランプリ徳島 板野町田園パーク 西部 201821A・P

6 NDCJカップ・全日本１０ダンス選手権大会 ファーストプレイス東京 NDCJ

13 中部ダンスフェスティバル in 名古屋　併催：アマチュアチームマッチ 邦和スポーツランド 中部 201811A・P

13 ウエストジャパンカップダンス選手権大会 北九州国際会議場
九州
西部

201822A・P

26 ゴールデンパレスカップ ザ・ゴールデンパレス大阪 西部 201824A・P

3 浅草ダンスフェスティバル 東京都立産業貿易センター台東館6F 東部 201812A・P

10 栃木ダンスフェスティバル 栃木市総合体育館 東部 201810A･P

17 初めての方の競技会 コンフォートホール大宮 東部 201829A

17 前期・中部日本ダンス選手権大会 邦和スポーツランド 中部 201814A・P

17 ダンシンググランプリ京都 京都市・KBSホール 西部 201825A・P

24 ＪＤＣカップダンス選手権大会 仙台市体育館 東北 201827A・P
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後期

会場 主管 公認番号

8 中部ダンスフェスティバル in 名古屋 邦和スポーツランド 中部 201830A･P

29 ニュースターボール in 大阪 大阪YMCA国際文化センター 西部 201831A･P

19 彩の国ダンスフェスティバル 進修館 東部 201842A･P

19 中部ダンスフェスティバル in 富山 婦中ふれあい会館 中部 201832A･P

26 関東ダンス選手権大会 浦和・コミュニティーセンター 東部 201833A･P

26 全日本ブラインドダンス選手権大会 神奈川ライトセンター 東部 201834A

2 後期・中部日本ダンス選手権大会 邦和スポーツランド 中部 201835A･P

8 アマチュアグランプリ広島 東広島運動公園（サブアリーナ） 西部 201836A

9 後期・関東ダンスフェステイバル in 千葉-Ｂ 千葉ポートアリーナ 東部 201808A・P

16 浅草ダンスフェスティバル 東京都立産業貿易センター台東館6F 東部 201852A･P

16 ギャラクシーマスターズ ＪＣＦ

17 中部ダンスフェスティバル in 三重 三重交通Gスポーツの杜・鈴鹿 中部 201838A･P

23 全九州オープンダンス競技会 大刀洗ドリームセンター 九州 201850A･P

23 中部ダンスフェスティバル in 名古屋 邦和スポーツランド 中部 201839A･P

24 オールスターベイサイドカップダンス選手権大会 藤沢商工会館・ミナパーク 東部 201837A･P

7 ダンシンググランプリ兵庫 兵庫県立文化体育館 西部 201840A･P

7 東部日本ニュースターグランプリ Ⅱ ファーストプレイス東京 東部 201841A･P

21 ジャパンオープンダンス選手権大会 ロワジールホテル豊橋 中部 201843A･P

未定 オールウエスト愛媛 ウエルピア伊予 西部 201844A･P

28 プロライジング競技会 ニューピアホール NDCJ

3 統一全日本プロフェッショナルダンス選手権大会 グランドプリンスホテル新高輪 NDC.J

4 栃木ダンスフェスティバル 栃木市総合体育館 東部 201848A

11 中部ダンスフェスティバル in 名古屋 邦和スポーツランド 中部 201845A･P

11 後期・西部ダンス選手権大会 京都市・伏見港公園体育館 西部 201846A･P

11 イーストジャパン・ボールルームダンス選手権大会 ファーストプレイス東京 東部 201847A･P

18 西日本ダンス選手権大会 北九州八幡ロイヤルホテル 九州 201851A･P

25 統一全日本ショーダンス選手権大会 ニューピアホール NDCJ

12 未定 栃木ダンスフェスティバル 未定 東部 201849A

公認番号　２０１８年１月より　１２月３１日迄 総開催数 51

前期 27
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