
プレスリリース 
2015年3月吉日 

ダンススタジアム大会事務局 

 ダンススタジアム大会事務局は、高校１年生のみが出場できる大会「第８回 日本高校ダンス部選手権 

新人戦 DANCE STADIUM」を開催致します。 

 「日本高校ダンス部選手権～新人戦～」は、大会への出場機会が少ない高校１年生のため、技術の向上 

と活躍の場の提供を目的としています。西日本エリア、東日本エリアと分かれ、それぞれの地域で高校 

１年生ダンス部の西日本一・東日本一が決まります。 

 一昨年までは、大阪のみでの開催でしたが、関東エリアで開催のご要望を多数頂き、昨年から横浜でも 

開催が始まりました。今年は、西日本大会７５校、東日本大会６５校が出場致します。 

 

 高校１年生ながらも、熱いダンスが繰り広げられる新人戦。１年間の練習の成果を発揮し、出場校たちの 

大会に懸ける熱い思いが伝わって来ます。 

 

  「高校ダンス部の目標となる大会をつくろう！」という強い志のもと開幕した、日本高校ダンス部選手権 

【DANCE STADIUM（ダンス スタジアム）】は年々大きく成長し、７月～８月にかけて行われる「夏の本大会」 

を中心に、３月の「新人戦」、そして１２月に行われる3on3のバトル大会「冬季大会」と、１年を通して様々な 

大会が行われています。 

 

 ３大会を通し、高校ダンス部を盛り上げるとともに、ダンスに取り組む高校生たちの「情熱・努力・友情・ 

チームワーク」そして「感動」する心を応援できればと考えております。 

 年度が変わるお忙しい時期とは存じますが、お時間ございましたら取材ご検討の程、お願い申し上げます。 

～高校１年生のみが出場できる大会～ 

第８回 日本高校ダンス部選手権 新人戦 

【西日本大会】 ３月２７日 （金） 

 会場 なみはやドーム・サブアリーナ（大阪） 

 開場 12:30   開演 13:00   *19:00終了予定 

【東日本大会】 ３月３０日 （月） 

 会場 横浜文化体育館（神奈川） 

 開場 12:30   開演 13:00   *19:00終了予定 

■ 大会内容 ： 日本の高校ダンス部に所属する 高校１年生のみが出場できる大会 

■ 出場資格 ： 全日制または定時制の高等学校及び高等専門学校のダンス部、及び同好会。 

  高校１年生のみ。 

□ 主  催 ： 産経新聞社 一般社団法人ストリートダンス協会 

□ 公  演 ： 北海道 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 愛知県 

  滋賀県 大阪府 兵庫県 奈良県 福岡県 沖縄県 横浜市 

  北海道教育委員会 宮城県教育委員会 茨城県教育委員会 栃木県教育委員会 

  群馬県教育委員会 埼玉県教育委員会 千葉県教育委員会 神奈川県教育委員会 

  愛知県教育委員会 滋賀県教育委員会 京都府教育委員会 大阪府教育委員会 

  兵庫県教育委員会 奈良県教育委員会 和歌山県教育委員会 沖縄県教育委員会 

  横浜市教育委員会 

□ 協  賛 ： エースコック株式会社 大阪芸術大学・大阪芸術大学短期大学部 

  大阪スクールオブミュージック専門学校 大阪ダンス&アクターズ専門学校 

  ストリートダンス検定  （五十音順） 

□ 協  力 ： ダンスチャンネル 

□ 企  画 ： サンセット商事株式会社 

□ 運  営 ： 株式会社ブルー スプラッシュ 

大会概要 



出場校リスト 

■ 西日本大会 75校 
出場No. 都道府県 学校名 出場No. 都道府県 学校名 出場No. 都道府県 学校名

1 兵庫 兵庫県立伊丹西高等学校 26 大阪 大阪府立交野高等学校 51 大阪 城星学園高等学校

2 大阪 大阪府立豊島高等学校 27 大阪 大阪府立摂津高等学校 52 大阪 大阪府立市岡高等学校

3 大阪 大阪府立豊中高等学校 28 愛知 南山高等学校女子部 53 大阪 大阪府立千里青雲高等学校

4 大阪 大阪市立住吉商業高等学校 29 大阪 上宮高等学校 54 大阪 大阪府立八尾北高等学校

5 大阪 好文学園女子高等学校 30 大阪 大阪市立高等学校 55 大阪 大阪府立高津高等学校

6 大阪 大阪府立久米田高等学校 31 奈良 天理高等学校 56 大阪 大阪府立成美高等学校

7 京都 京都文教高等学校 32 大阪 大阪府立阿倍野高等学校 57 大阪 大阪夕陽丘学園高等学校

8 大阪 常翔啓光学園高等学校 33 奈良 奈良市立一条高等学校 58 大阪 大阪市立汎愛高等学校

9 大阪 大阪府立島本高等学校 34 大阪 大阪府立千里高等学校 59 大阪 大阪府立堺西高等学校

10 大阪 大阪府立桜塚高等学校 35 大阪 英真学園高等学校 60 京都 花園高等学校

11 京都 京都廣学館高等学校 36 大阪 大阪府立河南高等学校 61 大阪 大阪府立泉陽高等学校

12 大阪 大阪府立北摂つばさ高等学校 37 大阪 大阪府立高槻北高等学校 62 大阪 大阪府立登美丘高等学校

13 大阪 大阪府立夕陽丘高等学校 38 石川 石川県立工業高等学校 63 大阪 大阪府立柴島高等学校

14 大阪 大阪府立山田高等学校 39 兵庫 兵庫県立洲本高等学校 64 大阪 大阪府立渋谷高等学校

15 兵庫 西宮市立西宮東高校 40 大阪 大阪府立泉北高等学校 65 大阪 浪速高等学校

16 京都 京都光華高等学校 41 大阪 大阪府立槻の木高等学校 66 大阪 太成学院大学高等学校

17 大阪 大阪府立和泉高等学校 42 大阪 同志社香里高等学校 67 大阪 大阪府立春日丘高等学校

18 大阪 大阪府立刀根山高等学校 43 大阪 関西大倉高等学校 68 大阪 大阪府立東百舌鳥高等学校

19 大阪 四條畷学園高等学校 44 愛知 桜丘高等学校 69 大阪 大阪府立生野高等学校

20 大阪 大阪国際滝井高等学校 45 兵庫 東洋大学附属姫路高等学校 70 京都 京都府立山城高等学校

21 大阪 大阪高等学校 46 大阪 大阪商業大学堺高等学校 71 大阪 大阪市立扇町総合高等学校

22 大阪 大阪府立芦間高等学校 47 奈良 奈良県立奈良高等学校 72 大阪 大阪府立東淀川高等学校

23 大阪 大阪府立金岡高等学校 48 奈良 奈良県立法隆寺国際高等学校 73 大阪 大阪府立箕面高等学校

24 愛知 椙山女学園高等学校 49 大阪 関西福祉大学金光藤蔭高等学校 74 滋賀 近江高等学校

25 大阪 上宮太子高等学校 50 大阪 大阪府教育センター附属高等学校 75 大阪 大阪府立阿武野高等学校

出場No. 都道府県 学校名 出場No. 都道府県 学校名 出場No. 都道府県 学校名

1 埼玉 埼玉県立桶川高等学校 23 埼玉 さいたま市立大宮北高等学校 45 東京 東京都立高島高等学校

2 東京 東京都立清瀬高等学校 24 埼玉 埼玉県立新座高等学校 46 静岡 静岡県立浜松東高等学校

3 東京 昭和第一学園高等学校 25 東京 桜丘高等学校 47 東京 東京都立八王子東高等学校

4 茨城 茗溪学園高等学校 26 神奈川 神奈川県立川和高等学校 48 東京 星美学園高等学校

5 神奈川 神奈川県立有馬高等学校 27 東京 日出高等学校 49 神奈川 神奈川県立光陵高等学校

6 東京 錦城高等学校 28 埼玉 浦和学院高等学校 50 千葉 千葉敬愛高等学校

7 神奈川 神奈川県立元石川高等学校 29 東京 駒澤大学高等学校 51 神奈川 桐光学園高等学校

8 東京 東京都立新宿高等学校 30 千葉 千葉県立松戸国際高等学校 52 東京 女子聖学院高等学校

9 東京 豊島学院高等学校 31 埼玉 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 53 埼玉 さいたま市立大宮西高等学校

10 神奈川 神奈川県立大和南高等学校 32 東京 東京都立世田谷総合高等学校 54 東京 東京都立葛西南高等学校

11 東京 東京都立狛江高等学校 33 東京 東京都立板橋高等学校 55 東京 東京都立深沢高等学校

12 東京 二松學舎大学附属高等学校 34 東京 東京都立富士森高等学校 56 千葉 市原中央高等学校

13 東京 東京都立日比谷高等学校 35 東京 順天高等学校 57 神奈川 神奈川県立上矢部高等学校

14 福島 福島県立福島東高等学校 36 東京 東京都立武蔵丘高等学校 58 東京 城西大学附属城西高等学校

15 静岡 沼津中央高等学校 37 埼玉 山村国際高等学校 59 千葉 茂原北陵高等学校

16 東京 立川女子高等学校 38 神奈川 神奈川学園高等学校 60 東京 武蔵野女子学院高等学校

17 東京 品川女子学院 39 東京 東京都立武蔵高等学校 61 埼玉 武南高等学校

18 神奈川 神奈川県立川崎北高等学校 40 東京 文化学園大学杉並高等学校 62 東京 明治学院東村山高等学校

19 東京 東京都立足立新田高等学校 41 東京 東京都立大森高等学校 63 神奈川 神奈川県立磯子高等学校

20 千葉 千葉県立幕張総合高等学校 42 東京 淑徳巣鴨高等学校 64 東京 麻布高等学校

21 神奈川 神奈川県立横浜平沼高等学校 43 神奈川 柏木学園高等学校 65 東京 東京都立葛飾商業高等学校

22 埼玉 埼玉県立蕨高等学校 44 東京 東京都立向丘高等学校

■ 東日本大会 65校 



前回大会記録（第７回日本高校ダンス部選手権 新人戦）  

■ 大会動員数 4,400名 

■ この件に関する報道関係の皆様からのお問い合わせ先 
 ダンススタジアム大会事務局 
 
◇ 西日本大会／担当：大塚 
 TEL.06-6110-2222(一般社団法人ストリートダンス協会） FAX.06-6110-1801 
 
◇ 東日本大会／担当：三田（さんだ） 
 TEL.03-3780-7073（株式会社ブルースプラッシュ内） FAX.03-3780-7074 
 
◇ メールの場合はこちらまで 
 info@dancestadium.com （西・東日本大会共通）  

● 取材申込方法 

 ⇒ 大会ＨＰのトップページ【取材申込】をクリックし、必要事項をご入力下さい。 

 http://dancestadium.com 


