
● 参加発表部門 ● ● 特別プログラム ●● 創作コンクール部門 ●

各種の舞踊作品の上演
８／14　無観客
●ライブ配信予定

コンクール受賞作品上演
８/14　大ホール　全席指定

S席 6,000円、A席 5,000円、B席 4,000円
※今年度は１回公演のみです。
※ライブ配信は予定しておりません。

DANCE33rd
ALL JAPAN

FESTIVAL-KOBE
内　　容

◆  主　　　催 公益社団法人 日本女子体育連盟／神戸市／神戸市教育委員会　　　　　　　　◆  主　　　管　　全日本高校・大学ダンスフェスティバル（神戸）実行委員会
◆  後　　　援 スポーツ庁／（公財）日本スポーツ協会／NHK（日本放送協会）／（公財）全国高等学校体育連盟／全国高等学校長協会／兵庫県／兵庫県教育委員会／（公財）神戸市スポーツ協会／（公財）ミズノスポーツ振興財団
◆  協　　　賛 日本旅行神戸支店／（株）フォトスタジオ八木／ミズノ株式会社　　　　　　　＊令和３年度スポーツ庁補助事業（申請中）
◆  問い合わせ （公社）日本女子体育連盟　TEL（03）3469-7995／神戸市事業 ・イベント案内センター　TEL（078）333-3372　　　◆  大会公式HP　http://www.ajdf.jp

放映未定NHK
Eテレ

第33回全日本高校・大学ダンスフェスティバル（神戸）

のび太『メソッド』－幸せの道標－　芦屋学園高等学校ダンス部　　写真／（株）フォトスタジオ八木

2021年8月11日（水）〜14日（土）　神戸文化ホール
学生・生徒による創作作品コンクール

８／11　予選１日目　無観客
８／12　予選２日目　無観客
８／13　  決選　　　　無観客
●いずれもライブ配信予定



■決選審査員
スポーツ庁／塩見英樹
舞踊学／牛山眞貴子　笠井里津子
　　　　白井麻子　　寺山由美
　　　　細川江利子　和光理奈
体育学・教育学／近藤智靖
舞踊家／島崎　徹
舞踊評論家／立木燁子
関連芸術専門家／小野晋司
神戸市／西川千津

（ ）

　
●高等学校�
愛知教育大学附属高等学校（愛知）
愛知県立旭丘高等学校（愛知）
愛知県立中村高等学校（愛知）
秋草学園高等学校（埼玉）
芦屋学園高等学校（兵庫）
愛媛県立松山北高等学校（愛媛）
愛媛県立松山東高等学校（愛媛）
愛媛県立松山南高等学校（愛媛）
大谷高等学校（大阪）
大妻嵐山高等学校（埼玉）
岡山学芸館高等学校（岡山）
岡山県立総社南高等学校（岡山）
沖縄県立知念高等学校（沖縄）
沖縄県立浦添高等学校（沖縄）
沖縄県立那覇高等学校（沖縄）
鹿児島県立鹿児島南高等学校（鹿児島）
神奈川県立大和高等学校（神奈川）
川口市立高等学校（埼玉）
関西大学北陽高等学校（大阪）
菊華高等学校（愛知）
北鎌倉女子学園高等学校（神奈川）
京都女子高等学校（京都）

　
●高等学校�
愛知県立旭丘高等学校（愛知）
愛知県立中村高等学校（愛知）
芦屋学園高等学校（兵庫）
尼崎市立尼崎双星高等学校（兵庫）
大妻嵐山高等学校（埼玉）
岡山学芸館高等学校（岡山）

霧島市立国分中央高等学校（鹿児島）
鵠沼高等学校（神奈川）
神戸市立神港橘高等学校（兵庫）
神戸市立須磨翔風高等学校（兵庫）
神戸野田高等学校（兵庫）
埼玉県立芸術総合高等学校（埼玉）
埼玉栄高等学校（埼玉）
栄北高等学校（埼玉）
相模女子大学高等部（神奈川）
佐野日本大学高等学校（栃木）
三田学園高等学校（兵庫）
至学館高等学校（愛知）
静岡県西遠女子学園高等学校（静岡）
樟蔭高等学校（大阪）
常翔学園高等学校（大阪）
開智日本橋学園高等学校（東京）
聖マリア女学院高等学校（岐阜）
創志学園高等学校（岡山）
園田学園高等学校（兵庫）
玉川聖学院高等部（東京）
千葉県立国府台高等学校（千葉）
筑波大学附属高等学校（東京）
帝塚山学院高等学校（大阪）
帝塚山高等学校（奈良）
東京都立総合芸術高等学校（東京）
東邦高等学校（愛知）
栃木県立佐野東高等学校（栃木）
富山県立富山高等学校（富山）
長野県上田染谷丘高等学校（長野）

沖縄県立知念高等学校（沖縄）
沖縄県立具志川高等学校（沖縄）
開明高等学校（大阪）
関西大学北陽高等学校（大阪）
京都両洋高等学校（京都）
神戸市立神港橘高等学校（兵庫）
神戸市立六甲アイランド高等学校（兵庫）
埼玉栄高等学校（埼玉）
栄北高等学校（埼玉）
至学館高等学校（愛知）
常翔学園高等学校（大阪）
聖マリア女学院高等学校（岐阜）
園田学園高等学校（兵庫）
帝塚山学院高等学校（大阪）

新潟県立新潟商業高等学校（新潟）
新潟県立新潟中央高等学校（新潟）
新潟県立新潟南高等学校（新潟）
新潟清心女子高等学校（新潟）
新潟明訓高等学校（新潟）
日本女子体育大学附属二階堂高等学校（東京）
日本大学豊山女子高等学校（東京）
浜松聖星高等学校（静岡）
光ヶ丘女子高等学校（愛知）
兵庫県立明石南高等学校（兵庫）
兵庫県立尼崎稲園高等学校（兵庫）
兵庫県立小野高等学校（兵庫）
兵庫県立加古川北高等学校（兵庫）
兵庫県立加古川南高等学校（兵庫）
兵庫県立須磨東高等学校（兵庫）
兵庫県立高砂高等学校（兵庫）
兵庫県立長田高等学校（兵庫）
兵庫県立播磨南高等学校（兵庫）
兵庫県立兵庫高等学校（兵庫）
プール学院高等学校（大阪）
福岡大学附属若葉高等学校（福岡）
富士見高等学校（東京）
堀越高等学校（東京）
本庄第一高等学校（埼玉）
宮城県宮城第一高等学校（宮城）
武庫川女子大学附属高等学校（兵庫）
立教女学院高等学校（東京）
立命館高等学校（京都）
和洋国府台女子高等学校（千葉）

同志社女子高等学校（京都）
仁川学院高等学校（兵庫）
西宮市立西宮高等学校（兵庫）
光ヶ丘女子高等学校（愛知）
兵庫県立尼崎稲園高等学校（兵庫）
兵庫県立神戸甲北高等学校（兵庫）
本庄第一高等学校（埼玉）
宮城県宮城第一高等学校（宮城）

●大学
愛知教育大学（愛知）
大阪体育大学（大阪）
岡崎女子大学・岡崎女子短期大学（愛知）

●大学
愛知教育大学（愛知）
愛媛大学（愛媛）
大阪体育大学（大阪）
岡崎女子大学・岡崎女子短期大学（愛知）
岡山大学（岡山）
お茶の水女子大学（東京）
環太平洋大学（岡山）
京都女子大学（京都）
神戸親和女子大学（兵庫）
埼玉大学（埼玉）
至学館大学（愛知）
静岡産業大学（静岡）
静岡大学（静岡）
尚美学園大学（埼玉）
大東文化大学（東京）
中京大学（愛知）
筑波大学（茨城）
天理大学（奈良）
東京女子体育大学・東京女子体育短期大学（東京）
新潟医療福祉大学（新潟）
日本体育大学（東京）
日本女子体育大学（東京）
平成国際大学（埼玉）
武庫川女子大学（兵庫）
横浜国立大学（神奈川）

環太平洋大学（岡山）
神戸親和女子大学（兵庫）
大東文化大学（東京）
筑波大学（茨城）
天理大学（奈良）
東京女子体育大学・東京女子体育短期大学（東京）
東京成徳大学（東京）
鳥取大学（鳥取）
日本体育大学（東京）
日本女子体育大学（東京）
阪南大学（大阪）
平成国際大学（埼玉）
武庫川女子大学（兵庫）

出  　 場  　 校   （五十音順）

創作コンクール部門

参 加 発 表 部 門

（生徒・学生の創作作品コンクール）

創作ダンス・現代的なリズムのダンス
民俗芸能などの上演

■大会ホームページ　http://www.ajdf.jp（大会の詳細を掲載）

■現地鑑賞チケット・ライブ配信チケット

■お問合せ先
神戸市事業・イベント案内センター	 ☎（078）333ー3372
（公社）日本女子体育連盟事務局	 ☎（03）3469ー7995

■宿泊お問合せ先
（株）日本旅行神戸支店　　　☎（078）371ー2810　FAX（078）371ー2816

詳細情報につきましては、大会ホームページ（上記URL）にてご確認ください。

神戸文化ホール交通案内図
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■地下鉄新神戸駅から地下鉄大倉山駅まで約６分　■地下鉄大倉山駅より徒歩１分
■高速神戸駅より徒歩５分　■JR神戸駅より徒歩６分　

■大会日程　　特別プログラムは全席指定となります。

注１：進行の都合で終了時刻が遅れることがあります。場内へのカメラ及びビデオの持ち込みはお断りします。乳幼児のご入場はご遠慮ください。
注２：新型コロナウイルス感染症対策のため、以下の事項に該当する場合は入場できません。ご了承ください。

①新型コロナウイルスに感染し、完治していない場合。
②体調がよくない場合（例：37.5℃以上の発熱、咳、咽頭痛などの症状がある場合）
③同居家族や身近な知人に感染が疑われている方がいる場合
④		過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触が
ある場合

８月11日　（水） ８月12日　（木） ８月13日　（金） ８月14日　（土）

●創作コンクール部門（予選）
　高校の部（１日目）
　　16：00～19：30
　＊無観客

●創作コンクール部門（予選）
　高校の部（２日目）
　　９：30～16：10
　大学の部
　　10：30～14：25
　＊無観客
●開会式　　
　18：00～（オンライン）

●創作コンクール部門（決選）
　高校の部
　　10：00～15：00
　大学の部
　　16：15～18：30
　＊無観客

●参加発表部門
　９：30～13：50
　＊無観客
●特別プログラム
　受賞作品上演
　「表彰式」を含む
　　14：45～17：40
＊有料公開


