USA ジャパン 主催イベント開催日程（2020.4 月～確定分）
2020.3.10 時点
＜2020.3 月開催延期分＞
USA School&College Nationals 2020／学校団体 全国選手権大会 ＠千葉ポートアリーナ
◆5 月 23 日（土） 中学校・高校・大学編成 Show Cheerleading 部門
中学校編成 Song/Pom 部門・Hip Hop 部門・Jazz 部門・Spiritleading 部門
大学編成 Pom 部門・Hip Hop 部門・Jazz 部門・Spiritleading 部門
◆6 月 16 日（火） 高校編成 Hip Hop 部門・Jazz 部門・Spiritleading 部門
◆6 月 17 日（水） 高校編成 Song/Pom 部門・Song/Pom Dance 部門

USA All Star Nationals 2020／クラブチーム 全国選手権大会
＠駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館
◆7 月 23 日（木・祝） Dance 部門 Mini・Youth 編成
◆7 月 24 日（金・祝） Cheerleading 部門 全編成
◆7 月 25 日（土）

Dance 部門 Junior・Senior・Open 編成

USA The PEAK 2020／選抜クラブチーム大会 ＠千葉ポートアリーナ
◆8 月 22 日（土）

Dance 部門 Mini・Youth 編成

◆8 月 23 日（日）

Cheerleading 部門 全編成
Dance 部門 Junior・Senior・Open 編成

＜夏の学生大会＞

※今年はクラブチーム対象の夏の大会は開催いたしません

◆7 月 19 日（日） USA Japan チアリーディング＆ダンス学生選手権大会 2020 WEST（大阪）
＠エディオンアリーナ大阪
◆8 月 29 日（土） USA Japan チアリーディング＆ダンス学生新人大会 2020（東京）
＠駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館
◆8 月 30 日（日） USA Japan チアリーディング＆ダンス学生選手権大会 2020（東京）
＠駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館

＜フェスティバル＞

※その他地区の開催は、決定次第お知らせいたします

◇7 月 12 日（日） USA チアリーディング＆ダンスフェスティバル北海道 2020
＠北海道立総合体育センター
◇7 月 18-19 日（土-日） USA チアリーディング＆ダンスフェスティバル関西 2020（※初開催）
＠エディオンアリーナ大阪
◇9 月 27 日（日） USA チアリーディング＆ダンスフェスティバル愛知 2020
＠名古屋文理大学文化フォーラム

＜キャンプ/講習会＞ ※秋の開催については、決定次第お知らせいたします
1day キャンプ
★4 月 25 日（土）

関西テクニカルキャンプ ＠大和高田市総合体育館（奈良県）

★4 月 26 日（日）

奈良キャンプ ＠金魚スクエア

★5 月 2 日（土）

スプリングキャンプ①（ダンス 中学生以上対象）※チアリーディングなし
＠深川スポーツセンター（東京都）

★5 月 4 日（月・祝）

スプリングキャンプ②（ダンス 小学生・中学生対象）※チアリーディングなし
＠キッコーマンアリーナ（千葉県流山市）

★5 月 5 日（火・祝）

スプリングキャンプ③（チアリーディング 小学生以上対象）※ダンスなし
＠東砂スポーツセンター（東京都）

★5 月 9 日（土）

宮城キャンプ ＠多賀城市総合体育館

★5 月 9 日（土）

札幌ジュニアスプリングキャンプ ＠北海きたえーる

★5 月 10 日（日）

札幌スプリングキャンプ ＠北海きたえーる

★5 月 16 日（土）

大阪キャンプ ＠守口市民体育館

★5 月 17 日（日）

長野キャンプ ＠上田市丸子総合体育館

★5 月 24 日（日）

名古屋キャンプ ＠アルコ清州

★9 月 13 日（日）

山形キャンプ

＠天童市スポーツセンター

宿泊キャンプ（2 泊 3 日）
★7 月 28 日（火）～7 月 30 日（木） サマーキャンプ① ※チアリーディングなし
＠富士箱根ランド（静岡県）
★7 月 31 日（金）～8 月 2 日（日）

ジュニアサマーキャンプ ＠富士箱根ランド（静岡県）

★8 月 6 日（木）～8 月 8 日（土）

サマーキャンプ② ＠車山ハイランドホテル（長野県）

★8 月 19 日（水）～8 月 21 日（金）

サマーキャンプ West ＠パークホテル白樺館（兵庫県）

★9 月 4 日（金）～9 月 6 日（日）

カレッジ＆オールスターキャンプ ＠山中湖畔荘ホテル清渓（山梨県）

※日々状況が変わる不測の事態におきまして、イベントによっては開催中止や延期の可能性がございます。
予めご理解・ご了承いただきますよう願い申し上げます。

以上

