
26th 
ALL JAPAN 

「HAGANE　−透きとおる自己、不透明な未来−」
天理大学創作ダンス部　神戸市長賞

写真／（株）フォトスタジオ八木

NHK　Eテレ
８月25日（日）15：00〜16：00放送（予定）

この事業は、　 　（財）地域活性化センターのスポーツ拠点づくり推進事業の支援を受けて実施しています。
本事業は、市町村振興宝くじ（サマージャンボ宝くじ）の収益金の交付を受けて行っています。

（8/８予選・8/９決選、無料）
学生・生徒による創作作品コンクール

※創作コンクール部門決選は、前後半座席入れ替え制です。

（8/10・無料）
各種の舞踊作品の上演

（8/10・入場料　大ホール4,000円・全席指定）
１回目公演（参加校のみ）　14：45〜17：45
２回目公演（一般）　　　　18：30〜20：45

◆  主　　　催 （公社）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 文部科学省／（公財）日本体育協会／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）神戸市スポーツ教育協会／（公財）ミズノスポーツ振興財団／（財）地域活性化センター
◆  協　　　賛 （株）日本旅行 神戸支店／ミズノ株式会社　　　　　　　　　　　 ◆  協　　　力　　（公財）ユーハイム体育・スポーツ振興会
◆  問い合わせ （公社）日本女子体育連盟事務局　☎（03）3469-7995　　神戸市教育委員会スポーツ体育課　☎（078）322-5804　　　◆  大会情報はホームページに掲載　http://www.ajdf.jp

神戸文化ホール
2013年8月

内　　容
創作コンクール部門 参加発表部門 特別プログラム（コンクール受賞作品上演）

第26回全日本高校・大学ダンスフェスティバル（神戸）

DANCE
FESTIVAL 

がんばろう　日本！　
ダンスの力で！

- KOBE
7日
（水）

8日
（木）

9日
（金）

10日
（土）



■審査員
文部科学省／石川泰成　
舞踊学／髙橋和子　猪崎弥生　
　　　　奥野知加　笠井里津子
　　　　細川江利子　村田芳子
体育学・教育学／松田恵示
舞踊家／木佐貫邦子
舞踊評論家／貫　成人
関連芸術専門家／佐藤まいみ
神戸市／平松純子

（ ）

　
●高等学校�
青山学院高等部（東京）
明石高等学校（兵庫）
明石南高等学校（兵庫）
秋草学園高等学校（埼玉）
旭丘高等学校（愛知）
芦屋学園高等学校（兵庫）
尼崎稲園高等学校（兵庫）
糸満高等学校（沖縄）
浦添高等学校（沖縄）
英明高等学校（香川）
大阪高等学校（大阪）
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）
小野高等学校（兵庫）
柏原高等学校（兵庫）
かえつ有明高等学校（東京）
加古川北高等学校（兵庫）
鹿児島県代表（鹿児島）
鹿児島純心女子高等学校（鹿児島）
鹿本高等学校（熊本）
川口総合高等学校（埼玉）
関西大学北陽高等学校（大阪）
北鎌倉女子学園高等学校（神奈川）
北九州市立高等学校（福岡）
京都女子高等学校（京都）
九里学園高等学校（山形）

　
●高等学校�
明石高等学校（兵庫）
明石清水高等学校（兵庫）
明石商業高等学校（兵庫）
明石南高等学校（兵庫）
秋草学園高等学校（埼玉）
旭丘高等学校（愛知）
芦屋学園高等学校（兵庫）
尼崎稲園高等学校（兵庫）
尼崎北高等学校（兵庫）
尼崎双星高等学校（兵庫）
大阪高等学校（大阪）
大阪スクールオブミュージック高等専修学校（大阪）
大妻嵐山高等学校（埼玉）

芸術総合高等学校（埼玉）
国府台高等学校（千葉）
神戸野田高等学校（兵庫）
国分中央高等学校（鹿児島）
埼玉県代表（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）
座間高等学校（神奈川）
三田学園高等学校（兵庫）
至学館高等学校（愛知）
静岡県西遠女子高等学校（静岡）
四天王寺高等学校（大阪）
樟蔭高等学校（大阪）
首里高等学校（沖縄）
常翔学園高等学校（大阪）
樟南高等学校（鹿児島）
仁愛女子高等学校（福井）
神港高等学校（兵庫）
須磨翔風高等学校（兵庫）
西武学園文理高等学校（埼玉）
聖マリア女学院高等学校（岐阜）
総合芸術高等学校（東京）
園田学園高等学校（兵庫）
玉川聖学院高等部（東京）
中央大学杉並高等学校（東京）
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）
桐蔭学園高等学校（神奈川）
東温高等学校（愛媛）
東邦高等学校（愛知）
鳥栖商業高等学校（佐賀）
栃木県代表（栃木）

岡山学芸館高等学校（岡山）
加古川南高等学校（兵庫）
川西緑台高等学校（兵庫）
神戸甲北高等学校（兵庫）
神戸鈴蘭台高等学校（兵庫）
神戸星城高等学校（兵庫）
埼玉栄高等学校（埼玉）
至学館高等学校（愛知）
栄北高等学校（埼玉）
静岡県西遠女子学園高等学校（静岡）
四天王寺高等学校（大阪）
常翔学園高等学校（大阪）
神港高等学校（兵庫）
須磨翔風高等学校（兵庫）
西武学園文理高等学校（埼玉）
聖マリア女学院高等学校（岐阜）
園田学園高等学校（兵庫）
高砂高等学校（兵庫）
高松高等学校（香川）
高松第一高等学校（香川）
中央大学杉並高等学校（東京）

富山高等学校（富山）
長田高等学校（兵庫）
長野県上田染谷丘高等学校（長野）
中村高等学校（愛知）
新潟県代表（新潟）
新潟商業高等学校（新潟）
新潟清心女子高等学校（新潟）
新潟青陵高等学校（新潟）
新潟中央高等学校（新潟）
新潟南高等学校（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）
浜松海の星高等学校（静岡）
光ヶ丘女子高等学校（愛知）
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）
松山北高等学校（愛媛）
松山西中等教育学校（愛媛）
松山東高等学校（愛媛）
松山南高等学校（愛媛）
武庫川女子大学附属高等学校（兵庫）
山崎高等学校（東京）
大和高等学校（神奈川）
横浜富士見丘学園中等教育学校（神奈川）
立教女学院高等学校（東京）
立命館高等学校（京都）
六甲アイランド高等学校（兵庫）
和洋国府台女子高等学校（千葉）

同志社女子高等学校（京都）
東邦高等学校（愛知）
中村高等学校（愛知）
新潟青陵高等学校（新潟）
日本大学豊山女子高等学校（東京）
光ヶ丘女子高等学校（愛知）
兵庫高等学校（兵庫）
堀越高等学校（東京）
本庄第一高等学校（埼玉）
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）
山田高等学校（大阪）
横浜富士見丘学園中等教育学校（神奈川）
六甲アイランド高等学校（兵庫）

●大学
愛知教育大学（愛知）
愛媛大学（愛媛）
大阪体育大学（大阪）
大阪ダンス＆アクターズ専門学校（大阪）

●大学
愛知教育大学（愛知）
愛媛大学（愛媛）
大阪教育大学（大阪）
大阪体育大学（大阪）
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）
関西大学（大阪）
京都女子大学（京都）
京都造形芸術大学（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）
静岡大学（静岡）
大東文化大学（東京）
玉川大学（東京）
中京大学（愛知）
筑波大学（茨城）
天理大学（奈良）
東京学芸大学（東京）
東京女子体育大学（東京）
鳥取大学（鳥取）
新潟医療福祉大学（新潟）
日本女子体育大学（東京）
日本大学（東京）
日本体育大学（東京）
北海道教育大学函館校（北海道）
松山大学（愛媛）
武庫川女子大学（兵庫）
横浜国立大学（神奈川）

大手前大学・大手前短期大学（兵庫）
岡崎女子短期大学（愛知）
学習院大学（東京）
関西大学（大阪）
至学館大学（愛知）
神戸親和女子大学（兵庫）
聖心女子大学（東京）
創価大学（東京）
大東文化大学（東京）
東京女子体育短期大学（東京）
天理大学（奈良）
鳥取大学（鳥取）
豊橋創造大学（愛知）
奈良女子大学（奈良）
新潟大学（新潟）
日本女子体育大学（東京）
日本体育大学（東京）
北海道教育大学函館校（北海道）
松山大学（愛媛）
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

（学生・生徒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

■ホームページ　http://www.ajdf.jp（大会の詳細を掲載）

■特別プログラム（２回目）

■お問合せ先
神戸市教育委員会スポーツ体育課	 ☎（078）322ー5804
（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E&Cチーム	 ☎（078）371ー2810　FAX（078）371ー2816

申込方法：ホームページの申込フォームよりお申込ください。
申込期間：６月10日（月）〜６月24日（月）

NHK Eテレ　８月25日（日）15：00〜16：00放送（予定）

神戸文化ホール交通案内図・練習会場位置図

神戸電鉄

神戸文化ホール
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中央体育館
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新神戸

至大阪

N

JR

阪神三宮
■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　■練習会場は中央体育館

■大会日程　　創作コンクール部門決選は、前・後半座席入れ替え制です。

注：進行の都合で終了時間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。

８月７日　（水） ８月８日　（木） ８月９日　（金） ８月10日　（土）

●開会式　　
　18：00〜18：50
　大ホール
　中ホール中継

●創作コンクール部門（予選）
			高校の部
　　9：30〜18：40
			大学の部
　　11：00〜15：00
　以上無料公開

●創作コンクール部門（決選）
　高校の部
　　10：30〜14：30
　大学の部
　　16：00〜18：30
　以上無料公開

●参加発表部門
　9：30〜14：30（無料公開）
　卒業生による作品上演（予定）
●特別プログラム
　表彰式　14：45〜
　受賞作品上演
　　1回目公演（参加校のみ）　14：45〜17：45
　　2回目公演（一般のみ）　　18：30〜20：45
　　有料　￥4,000　大ホール




