第３２回北海道チアリーディング選手権大会
開催日

２０２２年６月２６日（日）

開催会場

千歳市スポーツセンター（ダイナックス アリーナ）
住所：千歳市真町１７６－２ ☎：０１２３－２２－１１１１

後援予定

北海道・千歳市

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。
北海道地区の大学・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＞
※１団体より３チームまで登録可能
＜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
＜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
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＜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３０秒まで
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）
＜ジュニアチームにおける安全規則について＞
※出場選手の２／３以上を占める年齢に定められた一般規則（選手人数等）並びに安全規則を適用する。
例）出場選手の２／３以上が中学生 ⇒ 中学校部門規則を適用
※選手人数がどの年齢層でも２／３を占めない場合は、最も人数の多い年齢層の規則適用を基本とする。
例）小学校低学年５名、小学校高学年８名、中学生３名 ⇒ 小学校高学年部門規則を適用
※選手人数が各年齢層で均等の場合は、年齢が上の規則適用を可能とするが、安全管理には十分注意すること。
例）小学校高学年５名、中学生５名 ⇒ 中学生部門規則適用が可能
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）。
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、５／２３（月）までとする。
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スケジュール

※大会進行の詳細等については、エントリー数確認後、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。

４／４（月）～４／２６（火）締切り

出場選手登録

エントリー方法

＜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「北海道大会エントリー」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

４／４（月）～４／２６（火）

＜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）
※エントリーサイ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、「Y」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大会エントリーサイトに選手を追加登録
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「Y」をつける）。
③E メールにて選手追加連絡
－Ｅメールの件名は「北海道大会 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）

５／１７（火）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「北海道大会写真」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）
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チケット申込み締切り
チケット申込み

５／１７（火）必着

※申込用紙に必要事項を記入の上、郵送でお送り下さい。
申込み方法詳細は「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。

５／１７（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 ５／２４（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、「Y」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：６／１５（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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●前売り入場券販売方法について
＜販売方法＞
※大会事務局並びにチケットぴあにて事前販売する。
※チケットぴあでの販売は、インターネット販売のみとする。
（お名前・連絡先の登録が必要となり、チケットぴあより主催者に連絡先は共有される）
※当日券の販売を行う。
（ただし、前売り券が完売の場合は販売を行わない）
＜観客席設置方法＞
※開催会場の新型コロナウイルス感染症対策規則における収容定員数に従うことを基本とする。
＜加盟団体代表者へのお願い＞
※チケットご購入希望者へ下記の「新型コロナウイルス感染症対策」を事前にご説明頂き、ご理解し遵守頂ける方のみお申込み
を受付けて下さい。
※各団体内でチケットを購入された方の「氏名」「連絡先」「割り当てられた座席」を記録し、大会終了後１か月間は管理を行って
下さい。
※大会開催日から１０日間以内に、観戦された方から新型コロナウイルス感染症の感染者が判明した場合は、別紙「新型コロナ
ウイルス感染者報告書」に必要事項を記入し、速やかに当協会事務局へご報告下さい。
＜入場時並びに観客受付における対策＞
①係員のマスクの着用、飛沫防止シートの設置等
②人との距離を開けた状態での整列のご協力
③マスク着用の確認
マスクを着用頂けない場合は入場をお断り致します。
④検温の実施
３７．５度以上の発熱がある場合は入館をお断り致します。
⑤チケットの各自切り取り
係員の確認の下、お客様自身でチケットを切り取って頂き、半券を収納箱に入れて下さい。
⑥手荷物検査
お客様ご自身で手荷物を開けて頂き、係員が目視により確認致します。
⑦手指消毒用アルコールの設置
⑧その他、感染対策に必要とされる内容を適宜追加

【新型コロナウイルス感染症対策】
※前売りチケット申込みを希望される方には、事前に下記について了承を得て下さい。
１）大会当日並びに大会開催日から過去１０日以内に次のような症状がある方は、ご来場をお控え下さい。
①平熱を超える発熱があった
②咳、喉の痛み等、風邪の諸症状があった
③だるさ（倦怠感）、息苦しさ、呼吸困難の症状があった
④味覚や嗅覚に異常があった
⑤新型コロナウイルス感染症陽性者との濃厚接触を行った
⑥同居者や身近な者に感染または濃厚接触を疑われる方がいる
⑦同居者や身近な者に上記①～④の症状がある（あった）
⑧PCR 検査での陽性歴があり発症日から１０日未満の場合並びに陰性を確認できていない
⑨過去１０日以内に感染の可能性が高い場所へ訪れた
⑩過去１０日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間が必要とされている国・地域等への渡航または当該在住者と濃厚接
触があった
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２）大会当日、下記のような場合は入場をお断り致します（チケットの払い戻しには対応できません）。
①３７．５度以上の発熱が認められた場合
②上記１）の②③④に該当するような症状がみられた場合
③マスクを着用頂けない場合
④主催者の感染対策等に従って頂けない場合
３）会場内では以下の感染対策にご協力下さい。
①入場口等、適宜手指の消毒を行って下さい。
手指消毒用のアルコール等は設置致しますが、可能な場合はご持参下さい。
②常にマスクを着用して下さい。
③咳エチケットをお守下さい。
④大会会場では大きな声での声援は控えて下さい（拍手や手拍子での声援をお願いします）。
⑤常に人との間隔をあけ、密集しない行動にご協力下さい。
特に入館時・退館時は混雑する可能性がございます。
会場アナウンス等で時差移動をお願いする場合がございますのでご協力下さい。
⑥指定座席やトイレ等、必要な場所以外の移動は極力お控え下さい。
⑦チケット半券の保管等、座席番号の記録をお願いします。
⑧使用禁止の座席に着席しないで下さい。
⑨ゴミは必ず各自でお持ち帰り下さい。
例年トイレ等に放置されている場合が多数ございます。ご協力をお願い致します。
⑩大会会場付近での大人数での集合や待ち合わせはご遠慮下さい
⑪体調管理には十分配慮頂き、異変があった場合は無理をせずご帰宅の程お願い致します。
⑫大会開催日から１０日間以内に、新型コロナウイルスへの感染が判明または濃厚接触者と指定された場合は、
当協会までご連絡下さい。なお、感染が判明した場合、座席情報を近隣の座席購入者へ連絡させて頂く場合がございます。
⑬可能な場合は、厚生労働省が運営する「新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）」の登録をお願いします。

＜大会事務局取扱いチケットお申込み方法＞
締切日までに、下記を参照し別紙申込用紙を郵送でお送り下さい。
締切り：５月１７日（火）必着
①所定の申込用紙に必要事項を記入の上、郵送して下さい。ＦＡＸでの受付は致しません。
郵送の際には、確保枚数確認書及び請求書を郵送するための返信用封筒（宛名を明記し、８４円切手を貼る）を同封して下さい。
②確保枚数決定後、確保枚数確認書及び請求書を郵送致します。
確保枚数と請求額をご確認の上、振込期限までにお振込下さい。
③前売り入場券は、入金が確認された団体のみ発送致します。
＜申込における注意事項＞
※申込枚数の制限は設けませんが、申込多数の場合は枚数・席種調整を行うことがございます。
予めご了承下さい。
※申込用紙は必ず団体で１枚にまとめてご記入下さい。チーム／個人単位での申込みは受付致しません。
※席種によっては希望枚数を確保できない場合があります。
※お電話での確保枚数の確認は受付致しません。
※必ず団体名でお振込下さい。
※座席の指定は事務局に一任とさせて頂きます。
＜キャンセル・払い戻し等について＞
※申込受付期間終了後の申込み内容のキャンセル・変更はできません。
※チームの出場辞退等によりチケットが不要になった場合も払い戻しは受付できません。
※大会が中止となった場合は、全額返金させて頂きます。
なお、返金はお申込み頂いた団体毎への返金を基本とさせて頂きます。予めご了承下さい。
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＜チケット代金振込先＞

三井住友銀行 青山支店 普通口座 ６９６６６６１
公益社団法人日本チアリーディング協会
＜チケットぴあ取扱い方法＞
※「チケットぴあ」での取り扱いは、各席種完売時点で前売り取り扱い終了となりますのでお早めにお申込下さい。
① 発売初日について
－特別電話の設定はございません。
－インターネットにて１０：００より申し込みが可能となります。
② 申込枚数制限、及び予約有効期限について
－１回の申込で予約できる枚数は、日付・席種に関わらず 最大４枚まで となります。
－申込受付が完了した予約は ３日間有効 （予約日は含まない）です。
発売日・P コート：調整中
ＴＥＬ ０５７０－０２－９９９９
ホームページアドレス http://t.pia.co.jp

＜前売り入場券価格＞
※大会エントリー受付締切り後、第 1 部・第 2 部に分けて開催するか等、スケジュールを決定致します。
前売り入場券の販売詳細は、後日お知らせ致しますので以下は参考資料としてご利用下さい。
座種

第 1 部/第 2 部券

１日券

￥1,500

￥1,800

Ｓ

￥1,300

￥1,600

車椅子席

￥1,300

￥1,600

Ａ

￥1,100

￥1,300

当日券予定

ＳＳアリーナ
ＳＳスタンド
調整中

※ＳＳアリーナ席は全て平置き席となります（ひな壇状ではありません）。
※ＳＳ席はアリーナとスタンドのご希望をご記入下さい。
※第１部と第２部に分けて開催となった場合は完全入れ替え制となります。
１日券をご購入頂いた場合も、第 2 部開場準備のため、一度退館頂くこととなります。なお、1 日券をご購入頂いた場合は、チ
ケットを 2 枚（第 1 部券・第 2 部券）お送りさせて頂く予定です。
※１日券の取り扱いは協会事務局のみとなります（チケットぴあでの取り扱いはございません）。
※開催部門は大会エントリー締切り後に案内されます。

＜車椅子席について＞
〇お申込み方法
前売り入場券申込書の「座種」を「車椅子席」とし、枚数等必要な情報をご記入下さい。
なお、下記の座席位置は予定となります。会場規則並びにお申込み人数等の状況により、座席位置が変動する場合がございま
すことを予めご了承下さい。
〇同伴の方
おひとりは無料にてご一緒に車椅子席にてご観戦頂けます。
（2 人目以降は別途前売り入場券をご購入下さい）
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＜座席図＞

競技マット
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