第２４回関東チアリーディング選手権大会
開催日

２０２２年５月１３日（金）～５月１５日（日）

開催会場

国立代々木競技場 第一体育館
〒150-0041 東京都渋谷区神南 2-1-1 TEL 03-3468-1171

後援予定

東京都（予定）

新型コロナウイルス
感染症対策

※日本協会本部内に「新型コロナウイルス感染症対策委員会」を設置し、各大会に「対策本部」を設
置する。
※別紙、「２０２２年度日本協会主催大会における参加同意書」を提出頂いた団体のみ出場を可能と
する（同意書は健康チェックリストと一緒に大会当日に提出下さい）。
※出場団体関係者全員は、大会開催日最低１０日前から検温並びに健康チェックを行い、別紙、「健
康チェックリスト」に必要事項を記入し、大会当日に提出すること。
※その他、陽性者並びに濃厚接触者の大会出場禁止期間や注意事項等については、大会重要書類
にて改めて周知する。
＜競技進行方法（予定）＞
※公式リハーサルは実施しない（本番前ウォームアップ時間を設定する）。
※本番演技終了後、出場チームは解散（会場より退館）を基本とする。
※競技進行については、エントリー受付終了後に詳細をご案内させて頂きます。
関東地区の大学・短期大学・高等学校・中学校・社会人/地域クラブチーム等のチアリーディング・チア
ダンス活動団体または個人競技者。各団体または個人住所に属する地区大会にエントリーすること。
また、複数の地区大会に重複してエントリーすることはできない。

出場対象

＜チアリーディング活動団体＞
※（公社）日本チアリーディング協会の正加盟団体は「自由演技競技」「チアリーディング スピリッツ演
技競技」「スモールグループス演技」「ダブルス演技」競技に出場可能。
なお、「スモールグループス演技」「ダブルス演技」競技については、正個人競技者も出場可能。
ただし、高校生以上の選手に限る。
※準加盟団体並びに非加盟団体は「エキシビション」のみ出場可能。
＜チアダンス活動団体＞
※（一社）全日本チアダンス連盟の正加盟並びに非加盟団体は「チアダンス ラージグループス演技
競技」「チアダンス ダブルス演技競技」「エキシビション」に出場可能。
設置種目・部門／規則

※以下の全ての部門において、１名の選手は１つの演技競技のみ出場できる（複数の競技を重複エントリーできない）。
＜チアリーディング自由演技競技＞
〇DIVISION.1
大学・高校・・・・・エントリー１チーム目のみ
小学校低学年・小学校高学年・中学・社会人・マスターズ・・・エントリー２チーム目まで
〇DIVISION.2
大学・高校・・・・・エントリー２チーム目または３チーム目
小学校低学年・小学校高学年・中学・社会人・マスターズ・・・エントリー３チーム目
備考）
※１団体より３チームまで登録可能
※エントリー数に応じて、全チームが１つの部門で競う場合がある。
＜チアリーディング スピリッツ演技競技＞ ※チアフル ダンス演技競技は設置されない
※１団体より４チームまで登録可能
備考）
※エントリー数に応じて、DIVISION.1・2 等に分けて競技を行う場合がある。
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＜スモールグループス演技競技＞ 〇女子部門 〇男女混成部門
＜ダブルス演技競技＞
※高等学校・大学・社会人選手のみ出場可能
※上記３部門のエントリー可能数は各３チームまで
＜チアダンス ラージグループス演技競技＞ 〇シニアの部（高校生以上） 〇ジュニアの部（中学生以下）
※エントリー数は２チームまで
＜チアダンス・ダブルス演技競技＞ 〇シニアの部（高校生以上） 〇ジュニアの部（中学生以下）
※エントリー数は２チームまで
＜エキシビション＞

対象団体・チーム）
※正加盟団体で競技部門エントリー可能チーム数を超える場合
※正加盟団体で選手の年齢層が混在する場合（小学生と中学生混合チーム等）
※正加盟団体で上記種目の出場選手最低人数の要件を満たせない場合（ただし、１名での出場は不可）
※チアリーディング団体は準加盟・非加盟団体の場合
※その他、大会組織委員会が出場を認めた場合
※正加盟団体は、できるだけ競技へエントリーすること。
上記種目・部門への出場要件を満たしている場合のエキシビション出場は原則認められない
エントリー可能数）
※１団体３チームまで
演技内容）
※チアリーディング自由演技、チアリーディング スピリッツ演技、チアダンス ラージグループス演技のいずれかを選択可能
※演技時間はいずれの演技の場合も２分まで
演技内容：チアリーディング自由演技の場合）
※競技人数、演技規則は該当する競技部門規則を適用する
（ジュニアチームにおいても 20 名を超えることはできない）
※チア・サイドライン等の言葉のパートを必ず演技に含むこと
※言葉のパートは予め録音すること
※言葉のパートの長さは指定しない
※言葉のパートにアームモーションを必ず含むこと（モーションの数については指定しない）
演技内容：チアリーディング スピリッツ演技の場合）
※１チームの登録可能人数は原則１０名までとする（１０名以上を希望する場合は相談に応じる）
※その他、競技規則は各演技競技規則に準ずる
（規定要素を演技に含むかどうかは出場チームにおいて選択可能とする）
演技内容：チアダンス ラージグループス演技の場合）
※競技規則はチアダンス演技競技規則に準ずる
（規定要素を演技に含むかどうかは出場チームにおいて選択可能とする）
スポッターについて
＜自由演技競技・スタンツ演技競技＞
※競技専任スポッターを配置する（チームスポッターの配置は不可とする）。

第２４回関東チアリーディング選手権大会
自由演技競技・スタンツ演技競技に関する注意事項
自由演技競技並びにスタンツ演技競技へのエントリー後、チームの練習状況等の理由により、チアリーディング スピリッツへ部
門変更を希望する場合はこれを認める。
－一団体からエントリー可能最大数の範囲内での変更を認める。
－部門変更は１回のみ受付可能とし、再変更は認められない。
－変更受付期限は、４／１２（火）までとする。
スケジュール

※部門設置日については、エントリー終了後に加盟団体ページにてご案内致します。
※詳細につきましては、専用ページにアップされる「大会重要最終書類」でご確認下さい。
出場選手登録

エントリー方法

３／１（火）～３／１７（木）締切り

＜エントリー手続きについて＞
※エントリーシートを E メールにて提出
taikai@ajcdf.or.jp

⚫ 件名を「関東大会エントリー」として下さい。
⚫ エントリーシートは Excel ファイルのままメール添付して下さい。
（PDF 等の変換、メール本文へ添付は不可）
入金受付期間

３／１（火）～３／１７（木）

＜参加費（加盟団体）＞
〇選手参加費 １名につき
￥１，０００－
〇チーム登録料 １チームにつき ￥２，０００－
＜参加費（非加盟団体）＞
〇選手参加費 １名につき
￥３，０００－
〇チーム登録料 １チームにつき ￥２，０００－

〇振込先〇
三菱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

注意）
※エントリーシートで登録した選手人数と出場チーム数分の入金を行って下さい。
（登録情報と入金額があうようにすること）。
※振込後、出場選手人数の減少、あるいはチームの出場辞退の場合も原則返金は行われません。
※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お振込下さい。
（複数チーム出場の場合もまとめて振込むこと）
※団体名の後に、「E」をつけてお振込み下さい。
＜振込後に出場選手人数が増える場合＞
以下の 3 つの手続きをお願い致します。
①大会エントリーシートに選手を追加記入しメールにて提出
②上記振込先に追加登録人数分の選手参加費を振込（団体名の後に「Ｅ」をつける）。
③E メールにて選手追加連絡
－Ｅメールの件名は「関東大会 追加選手登録について」として下さい。
－メールの本文に、団体名、連絡担当者名・連絡先、選手を追加する部門名、追加選手数、入金日
を入力して下さい（申請書の提出は不要）。
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３／１７（木）必着

プログラム用
チーム写真

※１チームあたり１枚の写真を登録して下さい。
（一団体で複数チーム出場する場合は、出場チーム数分の写真を登録）
※写真は必ず横長で撮影して下さい。
※文字や絵の入力等、過度な加工が施されたものは禁止とします。
ただし、各選手の個人写真等を１つにまとめる、団体のロゴを入れる等の加工は可能です。
＜提出方法＞
E メールに添付し提出
taikai@ajcdf.or.jp

⚫ 件名を「関東大会写真」として下さい。
⚫ 各写真に以下のファイル名を登録し添付ファイルで提出（メール本文への貼付は不可）
ファイル名：団体名・出場部門・チーム名（A・B 等の区別がある場合）
チケット申込み締切り
チケット申込み

４／５（火）必着

※販売方法の詳細については後日ご案内致します。
※申込用紙に必要事項を記入の上、郵送でお送り下さい。
申込用紙並びに申込み方法については、今後の連絡会議で説明される「2022 年度選手権大会開
催概要・出場申込み要項」をご確認下さい。

４／５（火）必着
※申込用紙に必要事項を記入の上、メール添付でお送り下さい。
申込み方法・注意事項詳細については、今後の連絡会議で説明される「2022 年度選手権大会開催
概要・出場申込み要項」をご確認下さい。
＜撮影許可証に関する注意事項概要＞
※１チームにつき出場選手人数を最大申請枚数とします。
※撮影許可証お一人に対し１枚の発行とし、１枚の撮影許可証で使用できる機材は２台までとしま
す。なお、スマートフォンやタブレット等での撮影も許可証が必要です。
撮影許可証申込み

＜追加撮影許可証申請＞
※最大枚数（出場選手人数）を超えて許可証を必要とする場合は、「追加撮影許可申請書」で手続き
を行って下さい。
※追加撮影許可証発行手数料は１枚につき￥３００
※追加撮影許可証発行手数料振込み期限 ４／１２（火）

〇振込先〇
三菱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
※団体名の後に、「E」をつけてお振込み下さい。
競技順番抽選会及び
大会説明会

※競技順番抽選は、当協会事務局内にて執り行わせて頂きます。
※大会説明会の開催については調整中です。

その他連絡事項

※本年度に限った措置として、地区大会は日本選手権大会地区予選としない。
（チームが地区大会に出場していない場合も日本選手権大会への出場は可能とする）
※競技会への出場はあくまでも任意であり、出場を強制するものではありません。
所属団体の規則、関係者の安全確保等を優先しご判断下さい。
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●大会使用音源について
大会使用音楽届出用紙（ＪＡＳＲＡＣ提出用）の提出を行って下さい。
大会使用音楽提出用紙締切り：５／４（水）必着
music@fjca.jp までエクセルシートをメール送信（エクセルシートのまま送信して下さい）
大会出場団体は下記の注意事項を十分に確認して頂き、大会当日に音源を持参頂くようお願い致します。
＜大会使用音源作成に関する注意事項＞
※オーディオＣＤ形式で音源を作成して下さい（MP3 等のデータ形式ではなく、オーディオ形式で作成下さい）。
※市販の CD プレイヤーで再生できることを確認して下さい。
※違法（不正）にダウンロードしたものを使用しないこと。
販売元の条件を確認し、公正な方法で入手した音源を使用して下さい。
※歌詞の内容に問題がないか確認すること。
特に日本語以外の音楽を使用する場合は、その歌詞の内容を確認し、チアリーディングに相応しい内容であるか確認すること。
※秒数に問題はないか
＜大会当日の準備物＞
※本番用ＣＤ並びに予備ＣＤ
※使用する機材との相性により、ＣＤを読み込めない場合がございます。必ず複数のＣＤをご準備下さい。
★大会当日の本番演技において審判部が計時します。秒数に余裕を持って音源の作成を行って下さい。
音楽使用時間に競技ルール上の違反が認められた場合は、時間規則違反となり減点が課せられます。
※音質に問題がないか
－大きな音で流した場合も問題ないか（音が割れたり、雑音が入ったりしないか）
－左右の音量等のバランスに問題がないか
－効果音を入れる場合はその音量に問題がないか
効果音が大き過ぎる場合が多数ありますので、音量レベルにご注意下さい。
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２０２２年４月５日（火）提出締切（ＦＡＸまたは郵送）
大会参加におけるアンケート（バス利用について）
※本大会会場へバスでの来場予定がある場合は、本アンケートをご提出下さい。
（バスでの来場予定がない場合の提出は不要）
※バスのみ申請を受付致します（普通車の受付は致しません）
（観客や親御さん等、選手・顧問以外の申請は受付致しません）
※駐車場利用には１日\2,000（予定）を管理費として徴収させて頂きます。
団体名

連絡担当者

＜氏名（ふりがな）＞

＜連絡先＞
携帯電話番号
Ｅメールアドレス

駐車場利用希望

※バス利用日、車種（マイクロバス／大型バス等）、台数、駐車場使用の有無について記載して下さい。
※駐車場の使用希望がない場合（乗降のみ）も記載をお願いします。

備考

※その他伝達事項がある場合は記載して下さい。

※提出後、変更が生じた場合はお知らせ下さい。
（駐車場使用申請についての注意）
※使用台数に限りがあるため、申請台数を集計後、駐車場使用の可否をご連絡させて頂きます。
（駐車場利用の場合の注意）
※後日、駐車証をお送り致します。
※大会当日、駐車証の提示がない場合は、体育館付近での乗降並びに駐車場の利用はできません。
※バスでの来場時間と場所については、当協会で指定させて頂きます。予めご了承下さい。

＜提出先＞
（公社）日本チアリーディング協会 大会事務局
〒１６０－００１３
東京都新宿区霞ヶ丘町４－２ JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE
ＦＡＸ ０３－３４０４－２２２７ ＴＥＬ ０３－３４０４－２１８２

