
 

 

ＪＡＰＡＮＣＵＰ２０１９チアリーディング日本選手権大会 チアダンス部門 

関東地区予選大会  大会要項 

 

 

１．大会概要 

＜開催日＞ ２０１９年５月３１日（金） 

＜会 場＞ 武蔵野の森総合スポーツプラザ  

住所： 〒182-0032 東京都調布市西町２９０−１１ 

＜主催等：予定＞ 主催：公益社団法人日本チアリーディング協会  
主管：関東チアリーディング連盟・大会実行委員会 
協力：一般社団法人全日本チアダンス連盟 

＜出場対象＞ 一般社団法人全日本チアダンス連盟加盟団体および非加盟団体 

＜競技規則＞ 一般社団法人全日本チアダンス連盟 JAPANCUP チーリーディング日本選手権大会チ

アダンス競技規則に基づく 

※競技規則の詳細は、本誌巻末に掲載。 

 

２．設置部門と競技方法 

部門 競技方法 

チアダンス競技 

   

 

（シニア部門） 

－高校生以上の選手で編成されたチーム。 

－８～１６名で編成されたチーム（ＩＦＣルール）。 

－男女ともにエントリー可能。 

（ただし、男子選手の人数は全体の 50％を超えることはできない） 

－エントリーは１団体につき１チームまで 

 

（ジュニア部門） 

－８～１６名の中学生・小学生で編成されたチーム。 

－エントリーは１団体につき１チームまで 

－男女ともにエントリー可能。 

（ただし、男子選手の人数は全体の 50％を超えることはできない） 

 

チアダンス・ 

ダブルス競技 

 

（シニア部門） 

－高校生以上の選手で編成されたチーム。 

－２名で編成されたチーム。男女は問わない。 

－エントリーは１団体につき２チームまで 

 

（ジュニア部門） 

－中学生・小学生の選手で編成されたチーム。 

－２名で編成されたチーム。男女は問わない。 

－エントリーは１団体につき２チームまで 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

３．出場規則・注意事項 

 

地区予選大会 

＊チアダンス競技団体であること。 

＊競技規則を遵守する団体であること。 

＊大会演技順番抽選会並びに説明会へ参加すること。 

＊在住地区の予選大会への出場を基本とする。 

ただし、九州地区に関しては、中国四国地区予選大会を「中国四国九州ブロック大会」と

し、九州地区所属団体を受け入れるものとする。 

＊開催日程等の諸問題により在住地区予選への出場が難しい場合は他地区予選への出場を

認めるが、順位決定は行われないものとする。 

 

JAPNCUP2019チアリーディング日本選手権大会 

＊（一社）全日本チアダンス連盟加盟団体であること。 

＊JAPNCUP地区予選大会に出場していること。 

 

 

 

ｱｼﾞｱﾝ ｼﾞｭﾆｱ ﾁｱﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ（AJCC） 

４．エントリーの手続き 

①エントリー用書類の入手方法 

・連盟ホームページからダウンロード 

・メールで入手申込（E-mail：taikai@ajcdf.or.jp） 

この場合、「送付方法、住所・責任者名・電話番号・E-mail」お知らせください。折り返し、

事務局より添付ファイルで申込書一式をお届けします。 

・電話で入手申込（03-3401-6838：全日本チアダンス連盟事務局） 

 

②エントリーの方法、スケジュール 

エントリー申込 

●出場申込書 

●大会参加費振込 

 

出場申込書／大会参加費振込４/１６（火）締切 

 

●エントリーは、出場申込書用紙で申し込んでください。 

●提出先：＜郵送の場合＞ 

〒107-0062東京都港区南青山2-13-2 

サンライズ青山ビル３階－303号 

一般社団法人全日本チアダンス連盟 

 

＜Eメールの場合＞ 

E-mail : taikai@ajcdf.or.jpへ添付ファイルで送信 

 

●参加費振込方法について＞ 

＊各団体名で、チーム登録料と出場登録選手人数分をまとめて振込むこと 

（複数チーム出場の場合もまとめて振込むこと）。 

＊団体名または個人競技者名に続いて事務処理上の指定文字をつけて振込むこと。 

関東地区大会の指定文字は「Ｅ」です。 

＊振込後登録選手人数が増える場合は、追加登録人数分の振込を行うこと。 

エントリーの手続き 



＊振込後登録選手人数の減少、あるいはチームの出場辞退の場合も返金は行われない。 

＊参加費は、以下の口座にご入金下さい。 

振込先 

三菱東京UFJ銀行表参道支店（普）１９８３８５３ 

公益社団法人日本チアリーディング協会会長中村節夫 

 

＜大会参加費について＞ 

①出場登録１名につき 

加盟団体（全日本チアダンス連盟）  ：１，０００円   

  非加盟団体（全日本チアダンス連盟） ：３，０００円 

②１チームあたり２，０００円（音楽料） 

スケジュール ・スケジュールの詳細は、全ての出場団体情報を確認の上、決定次第、出場チームへお知

らせ致します。 

 

●チーム写真 

●撮影許可申請書 

 

４/２３（火）必着 

●提出先：＜郵送の場合＞ 

〒107-0062東京都港区南青山2-13-2 

サンライズ青山ビル３階－303号 

一般社団法人全日本チアダンス連盟 

 

＜Eメールの場合＞ 

E-mail : taikai@ajcdf.or.jpへ添付ファイルで送信 

 

※チーム写真は、学校・チームの代表として適切な写真を準備して下さい。 

※チケットを申込む際には返信用封筒（８２円切手を貼る）を必ず同封して下さい。 

 

●前売りチケット申込 所定の前売り入場券申込書により申込んでください。 ４/２３（火）必着 

 

●申込先：＜郵送の場合＞ 

      〒107-0062 東京都港区南青山 2-13-2  

サンライズ青山ビル３階－303号 

一般社団法人全日本チアダンス連盟 

 

      ＜E メールの場合＞ 

         E-mail : taikai@ajcdf.or.jp へ添付ファイルで送信 

  

※郵送でチケットを申込む際には返信用封筒（８２円切手を貼る）を必ず同封して下さい。 

 

席種、金額、座席図は、確定次第、ご案内します。 
 

●大会使用音楽 

（ＣＤのみ） 

５/１（水）必着 

提出物 

 

提出先 

①大会使用音素材 

 

〒107-0062東京都港区南青山2-13-2 

サンライズ青山ビル３階－303号 

一般社団法人全日本チアダンス連盟 ②大会使用音楽記入用紙 

 

③大会使用音楽届出用紙 

 

上記へ郵送またはＥメール:taikai@ajcdf.or.jpで送信して

ください。 



●大会説明会 ４/２８（日）オリンピック記念青少年総合センター 

 

 

５．引率者（顧問等）と音楽担当者について 

＊引率者とは、大会当日、チーム及び選手の管理責任を担う者をいう。 

＊音楽担当者とは、大会当日、自チームの演技の音楽について責任を担う者をいう。 

＊各チーム、引率者及び音楽担当者各１名を出場登録選手以外から選出し、大会エントリーシートで登録する。 

一団体より複数チームが出場する場合の引率者及び音楽担当者の重複は、大会進行・運営に支障のない場合、

これを認めるものとする。 

＊ジュニアチームで引率者が複数必要な場合は、大会エントリーサイトの連絡欄に必要人数と引率者氏名を記載

すること。最大人数は３名までとし、大会組織委員会で認められた場合は許可される。小学校高学年以上につい

ての特例は認められない。 

＊出場団体による登録のない者は出場チームへ帯同しての大会会場への入館は認められない。 

＊登録者の変更は連盟事務局へ電話連絡を必要とする。 

 

＜引率者並びに音楽担当者登録可能人数＞  

団体の競技日の出場競技種目 「チアダンス」のみ 「チアダンス」および「ダブルス」 「ダブルス」のみ 

音楽担当者 １チームにつき１名 １チームにつき１名 １チームにつき１名 

顧問等の付添い １チームにつき１名 「チアダンス」１チームにつき１名 １チームにつき１名 

 

 

＜大会当日について＞ 

＊選手受付時間に選手と一緒に入場すること（特に引率者の遅刻・早退は一切認められない）。 

＊受付時、引率者並びに音楽担当者は身分証明証の提示を必要とする。引率者証及び音楽担当者証を受付

で受取り、首から提げるタイプのパスケースに入れ、退場時まで提げること。正しく提示していない場合は、

選手席・アップ場への立ち入りは一切禁止とする。 

＊引率者または音楽担当者が複数のチームを担当する場合、引率者証または音楽担当者証は１枚のみ発行

される。 

＊音楽担当者は決められた音楽担当者席に、引率者は選手席に着席すること。 

＊音楽担当者は、音楽担当者会議において自チームの使用音源の事前確認を行い、自チームのリハーサル・

本番演技時には音楽の頭出しから全て操作（再生／停止）を行う。音楽の操作は音響部署で行い、事前に

大会事務局に提出した音源を使用すること。 

＊音楽担当者の操作ミスはチーム側の過失となる。演技に影響を及ぼす時間規則違反等の減点対象とならな

いよう、十分に練習を行うこと。 

＊一般客開場後、選手同様、引率者並びに音楽担当者の一般席への立ち入りは一切禁止とする。 

 

５．大会使用音源について 

＊チアダンス競技会にふさわしい音源（ＣＤのみ受付）を期限までに郵送で提出すること。 

音楽のジャンル、歌声の有無、使用曲数等、特に規制はないが、歌詞の内容等、チアダンス競技に

不適当な音楽を使用してはならない。 

＊提出期限は必着となるため余裕を持って提出すること。 

＊提出期限後の使用音源の変更は認められない。 

 

＜音楽録音時の注意事項＞    

＊必ず一つの新しいＣＤに使用音楽のみ録音すること。 

＊演技の流れ通りに録音すること。 

＊雑音等が入らないよう、最大限音質よく、左右のレベルをあわせて録音すること。録音・編集には性能の優れ

た機材を使用することが 

望ましい。当日の音量調節は基本的に行えないため録音時の音量には特に注意すること。 

出場申込み方法並びに大会出場に関するガイドライン 



＊ストップウォッチで計時した音楽場面の合計分数に関するルールは下記の通りとする。 

時間超過の音源をそのまま大会で使用した場合、「時間規則違反」による減点となる。 

 

チアダンス ２分１５秒～２分３０秒以内 

ダブルス １分１５秒～１分３０秒以内 

 

＜大会使用音源送付時の注意事項＞ 

＊ＣＤ本体の表面及びケースに「出場部門／団体名／チーム名」を記入し、必ずケースに入れて送付するこ

と。 

＊郵送の場合は、エアクッション等で必ず保護して送付すること。 

 

＜大会使用音楽記入用紙／使用音楽届出用紙＞ 

＊大会使用音源送付時に、大会使用音楽記入用紙、使用音楽届出用紙を必ず同封すること。  

 

６．撮影並びに撮影許可証について 

＜撮影許可証申請方法＞ 

＊撮影許可申請書申込期日までに、所定の申請用紙に必要事項を記入、捺印の上、連盟事務局へ郵送して

下さい。 

－協会登録団体の申込みのみ受け付けます 

－申請は加盟団体代表者が行って下さい 

＊撮影許可証１枚につき、機材は１台のみ有効です（スマートフォンやタブレット等の機材で撮影する場合も許

可証が必要です）。 

＊大会出場団体が申請できる撮影許可証枚数は、１チームにつき出場選手人数分です。 

＊最大枚数を超えて申請を希望する場合は、「追加撮影許可申請書」で手続きを行って下さい。但し、発行手

数料として１枚につき３００円が必要となります。振込は撮影許可証申込み締切日の一週間後までに行って

下さい。 

＊申請者は発行された撮影許可証全てに撮影者氏名をペンまたはボールペンで楷書記入して下さい。大会当

日、許可証に撮影者の氏名が記載されていない場合、また身分証明証と氏名が異なる場合は無効となりま

すのでご注意下さい。 

 

注）申請団体が責任をもって、撮影者に撮影方法や注意事項等の伝達を徹底して行って下さい。 

ルールが守られない場合や問題等が発生した場合は、申請団体の責任となり、その後の撮影許可申請は

一切受付致しません。 

ご理解とご協力をお願い致します。 

 

注）原則として撮影許可証は協会事務局取り扱いチケットと同時に受領責任者へ発送させて頂きます。 

 

＜大会当日の撮影について＞ 

★一般入場者の撮影 

一般入場券による入場者の中で、静止画・動画を含む全ての会場での撮影を希望する場合、大会出場選手

の肖像権、並びにプライバシー保護のため、大会事務局に所定の撮影許可申請を必要とする。なお、肖像

権は主催者側が所有する。 

（使用する機材の種類に関わらず、撮影許可証をお持ちでない方の一切の撮影行為（静止画・動画ともに）

を禁止） 

 

＊撮影許可証は、申込み団体が責任を持って管理し、撮影方法や注意事項等の伝達を徹底して行って下さい。 

＊撮影許可を受けた場合も、不適切な撮影が認められた際は、主催者側の判断でその撮影を禁止させて頂きます。 

＊撮影許可証の当日再発行は一切致しません。許可証の受渡しは事前に済ませ、当日忘れないよう注意して



下さい。 

＊許可証に申請登録された撮影者名の記入のないものは無効となりますのでご注意下さい。 

＊撮影許可証に記載された氏名を確認するため、身分証明書の提示が必要となります。氏名が合致しない場

合は、許可証は無効となりますのでご注意下さい。 

＊撮影許可証は、大会当日、首から下げるタイプのパスケースに折らずに入れて、入場時から退場時まで提げ

て下さい。許可証を正しく提示していない場合は、その許可証は無効とさせて頂きます。 

＊大会当日、許可を受けていない者がカメラ並びにビデオカメラを持参した場合、会場入口でお預かりさせて頂

きます。スマートフォンやタブレット端末はお預かりの対象とは致しませんが、撮影許可証をお持ちでない場

合は静止画・動画ともに撮影は禁止です。 

＊許可を受けずに撮影した場合、記録メディアは理由の如何に関わらず、協会の所有物として回収（没収）しま

す。 

 

★選手・引率者の撮影 

＊選手受付で入場した者及び選手特別応援席券による入場者の撮影を許可します（撮影許可証不要）。 

但し、一般客開場後は、決められた選手席での撮影のみ可能となりますのでご注意下さい（観客席等での撮

影は一切禁止）。 

 

★共通の注意事項 

＊演技中のフラッシュ撮影は一切禁止とします（選手席でのフラッシュ撮影はいかなる場合も禁止）。 

＊撮影は選手・観客共に必ず自席で行って下さい。通路等での撮影は一切禁止とします。 

＊撮影は他のお客様のご迷惑とならないようご配慮下さい。特に三脚等を利用した高いからの撮影等はご遠

慮下さい。 

＊会場内のコンセントは一切使用できません。 

 

 

 

 



 

 

■競技規則 

     無印：共通演技規定要素   ★：シニアのみの演技規定要素  ▲：ジュニアのみの演技規定要素 

項目／種目 チアダンス チアダンス・ダブルス 

競技人数 8 名～16 名 2 名 

競技時間 2 分 15 秒以上 2 分 30 秒以内。 １分 15 秒以上１分 30 秒以内。 

競技エリア 12m×12m 四方内。 

衣装 原則として自由であるが、競技者の身体能力が評価されやすいようにする。 

ポン ポンを持っての演技は継続的に演技の 1/3 以上使用。 

・女子は全員ポンを持ち男子は持たない。 

規定要素 

（必ず組み込

む 

内容・全員

同じ種類の動

きを同時に、

又は波状的に

行う） 

・★２種類のピュリエット/ターン 

その内１種類はダブルピュリエット/ターン 

▲１種類のダブルピュリエット/ターン 

・★３種類のハイキック 

 ▲２種類のハイキック 

・１種類のスプリッツ（左右、前後どれでも良い） 

・★３種類のチアジャンプ 

 ▲２種類のチアジャンプ 

・２種類のリーブ 

・８カウントのチアアームモーション 

・★２種類のピュリエット/ターン 

その内１種類はダブルピュリエット/ターン 

▲１回のダブルピュリエット/ターン 

・２種類のハイキック 

・１種類のスプリッツ（左右、前後どれでも良い） 

・★３種類のチアジャンプ 

 ▲２種類のチアジャンプ 

・２種類のリーブ 

・８カウントのチアアームモーション 

 

■競技内容 

◆音が鳴り始めたところからスタートとする。（演技始めの音なしは不可） 

◆音楽、動作が終了した時点で演技の終わりとする。 

◆チームの個性的表現性を工夫し完成度を高める。 

◆12m四方の空間を偏らないように空間構成を考える。 

◆ダンスのジャンル（スタイル）には特に制限はないが、競技には必ず次の規定要素を同時に又は波状的

に全員で行う。 

部門で規定要素が異なる（競技規則を参照） 

●ピュリエット/ターン 

●スプリッツ・ハイキック 

●チアジャンプ 

●リープ 

●チアのアームモーション 

◆前転・後転・横回転、ブリッジ、腰が一時的に肩の上にくるモディファイ倒立（倒立で止まらない）、

「ウオーム」 「ネックスタンド」 「キャンドル」などのブレイクダンス要素は実施可能。 

◆演技はジャズ、ファンク、ポップ、リリカル、等さまざまな種類を組み入れる。 
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◆一つひとつの動きの流れを工夫し、動きのアクセント、高低の変化、リズムの変化をつけながら演技内

容を高める。 

◆ポンの動きはシャープで力強く表現する。 

◆チア、サイドライン、パートナースタンツ、ピラミッド、タンブリング、アクロバティック的動作（臀

部を肩より高い位置での回転）は禁止。 

◆リフトは不可。 

 ■競技の中断・再開 

◆競技中、選手の怪我等により審判委員長が演技の続行が危険、もしくは不可能と判断した場合、競技を

中断させることがある。 

◆競技の途中、競技者が何らかの理由で演技を中断しエリア内から出た場合は、演技を中断したと見なし

途中で棄権したものとする。 

◆演技中に停電、機器のトラブルで主催者側に責任がある場合は、審判委員長の判断で演技の中断、再開

をする。 

 ■安全規則 

  ◆規則に違反した場合、安全規則違反となり大幅な減点となる。 

  ◆衣装は競技の安全性を高めるために、その一部分が床に落ちないようにする。 

◆審判員が危険と判断した動作については、その都度減点する。動きの安全性に疑問がある場合、事前に

連盟へ確認する。 

   ◆ギブス等で体を安全に固定した状態、および、硬い素材や器具のついたサポーターを身につけた状態

での競技参加は、基本的に認められない。使用する場合は事前に申請を必要とする。 

 ■その他 

  ◆入退場で演技をしてはならない(セットの時間は３0 秒以内) 

 

 


