第 11 回 ジュニア ソロ･ペア一輪車競技大会 2019 要項

【趣旨】

一輪車の演技に取り組む多くの選手に発表の場を作ることにより、選手相互が一輪車技術・表現力の向上を
目指し、一輪車競技の普及活動に資すること。

【主催】

ジュニア ソロ・ペア一輪車競技大会実行委員会

【後援】

神奈川県 川崎市 （公社）日本一輪車協会 （申請予定）

【日時】

2019 年 8 月 3 日（土） 9：10～17：40

【会場】

川崎市とどろきアリーナ
〒211-0052 神奈川県川崎市中原区等々力 1-3

http://todoroki-arena.com/access.html

* アクセス詳細はこちらのサイトでご確認ください。
* お問合せは、会場ではなく大会事務局へお願いします。

【対象】

一輪車愛好者

【出場費】

選手１名１エントリーにつき

【内容】

① ペア演技

クラスＡ
クラスＢ
クラスＣ
クラスＤ

小学 4 年生以下の部
ジュニア小学生の部 ※1
オープン小学生の部 ※2
中学生以上の部

② ソロ演技

クラスＥ
クラスＦ
クラスＧ
クラスＨ
クラスＩ

小学 4 年生以下の部
ジュニア小学生の部 ※1
オープン小学生の部 ※2
中学生の部
高校生以上の部

3,000 円

全クラス

２分以内

※1

「ジュニア小学生の部」……全日本大会・全国小学生大会の出場未経験者

※2

「オープン小学生の部」……全日本大会・全国小学生大会の出場経験は問いません。

（ただし、「ビギナー出場」・「地域特別枠出場」は出場経験に含みません。）

* 申込み数が極端に少ないクラスは、状況を見て他のクラスと統合する場合があります。
【出場組数】

出場組数は下記の通りとします。
団体枠 ＝１団体 5 組以内（1 クラス 2 組以内）
追加希望＝団体枠の組数を越えて出場希望の場合 → 全体組数に余裕があれば申込み数が少ない
クラスのみ出場可能
* なるべく多くの方に出場していただきたいと考えていますが、クラス内の出場組数が多すぎると、審査の
公正さにも影響が出る可能性があるため、出場組数の団体枠設定にご理解ください。
また、クラス内の申込み数が極端に多くなった場合、同じ理由で、ご連絡のうえ調整させていただくことが
ありますので、ご了承ください。
* ペア・ソロ両方に出場希望の選手は、優先順位の低い方を追加希望にご記入ください。
全体組数に余裕があり、そのクラスの申込組数が少ない場合のみ、両方に出場できます。

【出場申込み】出場申込みは、今回が本申込みです。（仮申込みはありません。）
追加希望の選手が出場できるかどうかに関わるので、申込組数・クラス・選手名は原則変更できません。
熟慮の上お申し込みください。ただし、全日本 PG 大会予選結果により欠場する可能性がある場合は、
連絡事項欄に必ずご記入ください。
『第 11 回ジュニアソロ・ペア一輪車競技大会 2019 出場申込書』ファイル (Excel)
（ シート① 団体登録・申込組数（クラス）
シート② 選手名・学年 ）
にご記入の上、メールに添付して下記まで提出してください。
メールには、件名の最初に必ず【クラブ名】を入れてください。
宛先： 事務局 伊部 ますみ masumibe@jcom.home.ne.jp 5/18(土) 〆切必着
* お申込み３日以内に受付メールを返信します。３日以内に返信がない場合は、恐縮ですが再度ご連絡
ください。
*

お申込みの団体には、出場費振込み、演技曲名登録・記録用ビデオＤVD 予約・ボランティアスタッフ
応募などの事務手続き書類のファイルは 5/25（土）までにメールでお送りしますので、記入の上 6/8（土）
までに提出してください。

* 追加希望の選手が出場可能になった場合やクラスが統合になった場合、追加募集する場合は、
5/25（土）までにメールでご連絡しますので、メールチェックをお願いします。
【プログラム予定】

8：45 開場・受付
【表彰】
9：10 開会式
9：40 演技開始
12：30 昼食
13：15 演技再開
16：30 演技終了・フロア清掃
17：10 閉会式・表彰式
17：40 終了

【審査基準】
■技術

ソロ・ペア演技 優勝・準優勝・３位・４位・５位・６位
（入賞は出場組数により減る場合があります。）

総合優勝
特別賞

■芸術

1 基礎レベル
①一輪車をスムーズに乗りこなしているか
②安定し、スピードがあるか
③一つ一つの動きや技に無理がないか

1 表現力
①メッセージ性があるか
②姿勢や手先、目線まで意識が行き届いているか
③表情や体全体を使って表現できているか

2 技の習熟度
①技のスピード感、長さ、安定感があるか
②技と技とのつなぎがスムーズであるか
③バランス系の技であれば、その形や目線

2 振り付け構成
①曲に合った衣装や振り付けであるか
②フロア全体を使い、工夫された構成であるか
③曲や想いを表現するのに効果的な動きであるか

3 技の難易度
①様々な技をバランスよく取り入れているか
②難しいコンビネーションや流れの中での技
③回転数の多いクイックやピルエット、技と技の
組み合わせ等の工夫

3 独創性
①印象に残る演技であるか
②一つ一つの振りや技に独創性があるか

4

4 完成度

完成度

【ボランティアスタッフ】
付添い・応援の大人の方で、お子さんの演技に差支えない時間に、車検・誘導・警備などのボランティア
スタッフとして 1～2 時間くらいご協力いただける方を募集いたします。 ご協力よろしくお願いいたします。

【ビデオ・写真撮影】
* フラッシュ撮影は禁止です。
* ２階観覧席にビデオ撮影席を設けますので、譲り合ってご利用ください。
* 記録用ビデオ DVD(\1,500 送料込み)をお譲りしますので、ご利用ください。
* 写真 CD の販売はありません。
【駐車場】

アリーナ専用の駐車場はありません。公園内の有料駐車場は 4 ヵ所（約 400 台）あり、アリーナに近いのは
市民ミュージアム前の駐車場です。普通車 2 時間以内 400 円（超過 30 分毎 50 円）。入場時間は AM5 時
～PM10 時まで（出庫は 24 時間可能）。
なお、来館の際は出来るだけ公共交通機関をご利用ください。

【注意事項】
* 会場の床を保護するため、「サドル落とし」は禁止とさせていただきます。
* 会場の床を保護するため、一輪車のサドル・ペダルの床に当たる部分に必ず緩衝材を装着してください。
（室内専用サドル・ペダルでも、床に当たる部分に十分なクッション性があるかをよく確認し、足りない場合
は緩衝材を装着してください。詳細は後日ご案内します。）
* タイヤは必ず白タイヤを装着して下さい（16 インチはグレー可）。 黒タイヤでは出場できません。
* 主催者は保険に加入しないので、各自でスポーツ保険にご加入の上、出場してください。

【大会公式サイト】
ジュニア ソロ・ペア一輪車競技大会
https://sites.google.com/site/unisolopair/
【お問合せ】

ジュニア ソロ・ペア一輪車競技大会実行委員会事務局
中央林間一輪車クラブ 伊部ますみ masumibe@jcom.home.ne.jp
TEL/FAX 046-275-5431
※ 代表者または連絡担当者からご連絡ください。

それぞれの〆切を再度ご確認ください。
（1）

☐ 出場申込み……………………………5/18(土) 〆切必着 厳守
→ 事務局より、お申込み３日以内に受付メールを返信します。
３日以内に返信がない場合は、恐縮ですが再度ご連絡ください。
→ お申込みの団体には、5/25(土)までに出場費振込みや演技曲名
登録などの事務手続き書類をメールでお送りします。
また、追加希望の選手が出場可能になった場合やクラスが統合になった
場合、追加募集する場合は、5/25(土)までにクラブの連絡担当者
アドレスにメールでご連絡しますので、メールチェックをお願いします。

（２）

☐ 出場費などの振込み
☐ 演技曲名登録
☐ 記録用ビデオＤＶＤ予約

6/8(土) 〆切必着 厳守

☐ ボランティアスタッフ応募

（３）

☐ 音源 CD 提出

……………………6/29(土) 〆切必着 厳守

