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第 25回市内大会兼ジュニア一輪車競技大会要項 

趣 旨   

一輪車の演技に取り組む茅ヶ崎市内団体及び多くの団体・個人に発表する場の提供及び出場団

体・個人が相互に交流し、一輪車の普及活動に貢献すること。 

主 催：茅ヶ崎一輪車協会  

主 管：ジュニア一輪車競技大会実行委員会 

※本大会における運営・進行を主に行う団体となります。 

・ 茅ヶ崎一輪車協会湘南支部 

・ 茅ヶ崎梅田めりーごーらんど 

・ 藤沢北部一輪車クラブ 

ジュニア一輪車競技大会協力団体 

※ 今大会における準備・進行のお手伝いをして頂く団体となります 

・中央林間一輪車クラブ 

・ユニサイクルなぎさ 

・かまくら一輪車クラブ 

・ＵＣフローラ 

・豆ぞうクラブ 

・相模野一輪車クラブ 

・西新井一輪車クラブレッツゴー 

共催 茅ヶ崎市体育協会 

後 援 （公社）日本一輪車協会 



・ 

参加資格：本大会の趣旨及び大会要項に定められた事項及び新型コロナウイルス感染防止対策

に賛同した一輪車団体・個人 

日 時：2023年３月25日（土）演技開始午前9時35分～演技終了予定午後18時30分 

（演技開始時間を変更しました） 

会 場： 茅ヶ崎市総合体育館  茅ヶ崎市茅ヶ崎１－９－６３ （JR 茅ヶ崎駅徒歩１０分） 

※会場の茅ヶ崎市総合体育館では、ジュニア一輪車競技大会に関する問い合わせは受け付

けておりません。事務局にメールで問い合わせ下さい。 

地図URL http://www.geocities.jp/keio_boxing/yoteihyou/chigasaki.htm 

申し込み：参加組数を把握するため一次申込を行います。 

※ 提出は原則メールにてお願い致します。（ＦＡＸも可ＦＡＸ0467-52-8657） 

jgwfj414@ybb.ne.jp  ジュニア一輪車競技大会実行委員会 

○出場組数 

各団体の出場予定組数は下記の通りと致します。（申し込み状況により変更有） 

グループ演技（オープン・ジュニア・ノービス・ビギナー）60組を予定 

ペア演技（オープン・ジュニア）３０組を予定（複数エントリー者をのぞく） 

ソロ演技（オープン・ジュニア）20人を予定（複数エントリー者をのぞく） 

全カテゴリー3５0名以内を予定とします。（複数エントリー者をのぞく） 

グループ・ペアについては全日本一輪車競技大会演技部門（小学生大会含む）及びＵＮＩＣＯ

Ｎ２０の出場経験者が構成人数の半数を超えた場合はオープンクラスの申込となります。 

ソロについては上記条件に該当する場合はオープンクラスの申込となります。 
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・ 

団体及び個人出場組数 

３０人以上（重複出場を含む）の団体…申込可能組数４組以内 

グループについては2組以内（グループ２組で申し込んだ場合プラスでノービスを申し込む場合は1

組とビギナー・ペア・ソロのいずれかの1組の合計4組となります。グループ2組でビギナー・ペア・ソロを

申し込む場合はいずれか2組以内で合計4組となります） 

１１人～２９人（重複出場を含む）までの団体…申込可能組数３組以内 

グループについては2組以内（グループ２組で申し込んだ場合プラスでノービス・ビギナー・ペア・ソロ

のいずれか１組以内の合計3組となります。グループ１組で申し込んだ場合プラスでノービス・ビギナ

ー・ペア・ソロのいずれか２組以内の合計3組となります。） 

10人以下の団体・個人…申込可能組数２組以内 

初出場（過去に参加申込がある団体の名称が変更された場合は該当しません）…すべてのカテゴ

リーで１組まで 

申込方法でわからないことがありましたらジュニア一輪車競技大会事務局までメールでお問合せくだ

さい。（jgwfj414@ybb.ne.jp） 

茅ヶ崎一輪車協会所属団体及び協力団体は市内大会枠でのエントリーも可 

特別推薦 

国際一輪車競技大会又は全日本一輪車演技大会の出場実績によりジュニア一輪車競技大会実

行委員会がオープンの部としてふさわしいと認める選手をソロ・ペア部門において出場枠以外で特別

に推薦するものです。 

※ 選手は、各部門・クラスの中で重複してエントリーする事は出来ません。 

※ 本申込締め切り後の選手交代（病気や怪我等やむを得ない場合のみ受け付けます）について

は、出来るだけ早くご連絡ください。 
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・ 

※ 茅ヶ崎市内在勤・在学・在住の選手（他市町村団体所属含む）の参加については茅ヶ崎一輪

車協会の規定により判断いたします。 

提出期日  

第25回ジュニア一輪車競技大会一次申込書…… 2022年11月１日（火）~同年11月13日

（日）必着 

本申し込み及び第25回ジュニア一輪車競技大会参加者名簿…2023年2月1日(水)~ 同年2月

12日(日)必着 

運営協力費 2023年2月1日(水)~ 同年2月12日(日) 

選手１名１エントリーにつき 1,500円 

振込先口座 ゆうちょ銀行 記号10980 番号26016301 

ジュニアイチリンシャキョウギタイカイウンエイイインカイ 

※ 選手１名１エントリー毎の運営協力費とさせて頂きます。 

※ 新型コロナ感染状況及び災害等で中止の場合、必要経費（振込料含む）を除いた金額を返

金させて頂きますことをご承知のうえ申込ください。 

音源ＣＤ…2023年３月１日（水）締め切り（中止の場合返却の有無を連絡ください） 

送り先 253-0006 神奈川県茅ヶ崎市堤2741 

加藤 幸夫 

音源・・・音源は、CDとします。※ ＭＤでの提出はお受け出来ません。 

※CDは一枚一曲とし、CDの表面に下記の内容を記入し、複数のＣＤデッキで確認の上ＣＤは１

ケース（ハードもしくはソフト）に一枚ずつ入れて下さい。 

※CD記入内容 

所属団体名、チーム名（ソロ・ペアは個人名）、曲名、演奏時間、出場クラスを記入して下さい。 



・ 

※当日予備用のCDをご持参下さい。 

大会の詳細  

○演技部門共通事項 

グループ演技につきましては、オープン・ジュニア・ノービス・ビギナーとします。 

オープンクラスは総合優勝の関係で日本一輪車協会中学生以上の規定タイム内とします。 

① ペア演技 

ジュニア 小学３年生以下の部 ２分以内 

ジュニア 小学６年生以下の部 ２分以内 

ジュニア 中学生以上の部 ２分以内 

オープン 小学生以下の部 ２分45秒以内 

オープン 中学生以上の部 ２分45秒以内 

② ソロ演技 

ジュニア 小学3年生以下の部 ２分以内 

ジュニア 小学6年生以下の部 ２分以内 

ジュニア 中学生以上の部 ２分以内 

オープン 小学生以下の部２分３０秒以内 

オープン中学生以上の部２分３０秒以内 

※グループ演技 

 ビギナーの部 （小学生以下）は３名以上 ２分以内 

技術は、普通前進・後進、前進片足走行、前進タイヤ乗り、補助無乗車、横乗り、飛び乗り、両足

スピン（高速でも加点しません）、風車、トワール、トンネルで構成してください。 

 



・ 

※上記以外の技及びビギナー演技に相応しくない演技構成、技術については、各審査員から５点

減点致します。 

ノービスの部（小学生以下）は４名以上（3分以内） 

・乗車技術 

補助なし乗車（空中乗り）・横乗り・サドル前持ち飛び乗り・前移動飛び乗り乗車・蹴り上げ 

後ろ乗り（サドル前方を持ってサドルをまたぎ片足をペダルにかけ乗車） 

前持ち後方飛び乗り（サドルの前を持ち後方に両足で飛び、両足同時にペダルに乗る） 

※ 前持ち後方飛び乗りで直接タイヤに乗るのは可です。 

・走行技術 

前進・後進・片足前進・片足後進・タイヤ乗り前進・片足タイヤ乗り・グライディング 

手引き立ちグライディング（Y字、アラベスク等足上げ技および１人立ち不可） 

サドル外し（サドル前持ち乗り・サドル後ろ持ち乗り・横サドル持ち乗り） 

※ 全ての走行円・トンネル・8の字が使えます。 

・静止技術 

風車、トワール、トンネル、両足スピン、手巻き 

アイドリング・手持ちホッピング・ホッピング・ツイスト・足つきスピン（コンパス） 

片足スピン（伸脚スピン使用不可） 

※ 手を繋ぐ前進バック前進（クイック）可能。ただし連続及び一人クイック不可。 

以上の技術で構成してください。 

ノービス演技に相応しくない演技構成、技術については、各審査員から５点減点致します。 

グループジュニア・オープンの部は５名以上 

ジュニア 小学６年生以下の部 ４分００秒以内 



・ 

ジュニア 中学生以上の部 ４分００秒以内 

オープン 小学生以下の部 ４分３０秒以内 

オープン 中学生以上の部 ４分３０秒以内 

表 彰： 

入賞者全員に賞状授与 

グループの部は1位~3位は出場者全員に賞状・メダル、入賞チーム出場者全員に賞状を授与 

ノービス部門は1位~3位はチームに盾、入賞チーム出場者全員に賞状を授与 

ビギナー部門は1位はチームに盾、その他入賞チームは出場者全員に賞状を授与 

※オープンの部は各カテゴリーの最高得点を得たソロ1名・ペア1組・グループ1組に賞状・盾を授与

します。 

（新型コロナ禍による大会中止（返金）を考え、メダル・盾については大会終了後日、各入賞者、

チームに送付いたします。） 

全作品を通じて、衣装、パフォーマンスの優れた者、チームまた今後の発展性があると評価された者、

チームに特別賞（奨励賞）の賞状を贈呈します。 

審査採点 

技術・芸術・総合評価の100点で採点します。（落車減点有り） 

大会運営に関する注意事項 

今大会は経費削減のためプログラム（冊子）の作成は致しません。事前にインターネットでデーター

を送付いたします。プリントアウトし、持参してください。 

※その他の注意事項（感染防止策を除く） 

・演技中、音源トラブルがありましたら演技を中断してください。演技を続けた場合は再演技できませ

ん。 



・ 

・一輪車のペダル、サドルは必ずプロテクターを着用して下さい。（協会認定の室内用ペダル・サドル

はプロテクター不要）また原則、白タイヤとします。（雑巾をご持参頂き入場前にタイヤを拭いて下

さい。）大会当日、大会スタッフが確認を行います。 

・一輪車は体育館以外で使用は出来ません。 

・シューズは、室内用又は上履きを着用して下さい。 

※外通路に出る時は必ず下履きに履き替えて下さい 

・各団体の選手席は実行委員会で指定させて頂きます。 

・お弁当の受付は行いませんので、各自ご用意をお願い致します。 

・主催者は保険に加入しませんので、参加選手は各自でスポーツ保険に加入の上、ご参加下さい。 

・主催者は、応急処置以外の責任は負いませんので、ご了承下さい。 

・トイレ、ロビー、選手出入り口靴箱等にゴミを放置しないで下さい。 

このような、行為を見かけた場合はパトロール又は本部室にお知らせください。 

・避難通路、階段踊り場、防火扉付近に荷物等を置かないでください。 

・体育館のコンセントは使用禁止です。(充電禁止) 

・体育館に迷惑をかける行為が発覚した場合は退館をお願いすることがあります。 

・大会で撮影した動画、静止画は本人及び所属クラブの許可なく公開することは禁止します。 

・体育室内での撮影は禁止します。また、クラブ席等で撮影する場合は通行の妨げにならないよう三

脚のロープによる固定などはしないで下さい。 

・体育館前庭の木には登らないで下さい。 

・ゴミは各クラブでお持ち帰りいただきますようご協力お願いいたします。 

※各クラブにゴミ袋を配布しますので、必ずお持ち帰り下さい。 

※前記注意事項以外も、マナーを守った行動をして頂きます様、お願い致します。尚、遵守出来ない



・ 

団体（選手）は、本大会及び次回開催以降の参加をお断りする場合がございますので、ご了承下

さい。 

お問い合わせ 

『第２５回ジュニア一輪車競技大会』についてのご質問・お問い合わせは、メールにてお願い致しま

す。 

お電話でのお問い合わせは一切お受け出来ませんのでご了承下さい。 

お問合せ先…  jgwfj414@ybb.ne.jp ジュニア一輪車競技大会実行委員会宛 

ジュニア一輪車競技大会についてのご質問は、会場の茅ヶ崎市総合体育館ではお答え出来ないの

で、各団体の全ての会員の皆様にも問い合わせは行わない様、ご連絡をお願い致します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



・ 

第25回市内大会兼ジュニア一輪車競技大会新型コロナ感染防止について 

今大会は新型コロナ感染防止を優先するため次のことを承諾のうえご参加ください。 

緊急制限等の発令によりイベントの自粛依頼、体育館の閉鎖の場合以外開催する予定ですが 

出場の判断は各団体でお願いします。 

※ジュニア一輪車競技大会衛生管理等について 

・今回は一般観覧者（祖父母・親戚・知人）の入場は出来ません。付き添いは代表者1名未成年

選手は各家庭保護者1名でお願いいたします。事情のある兄弟姉妹は本申込時に連絡ください、マ

スク着用をして入場してください。 事情によりマスクを着用できない場合はご相談ください。 

・張り紙で一輪車関係者観覧は出来ない旨を表示します。 

・体育館入場時にスタッフが検温（非接触体温計）しますが、各入館者自身も事前の健康チェック

をお願いします。 

・感染防止の対策として入場時及び再入場時の手消毒、マスク着用（観覧、移動中もマスク着

用）大会当日体調の悪い方は参加を断念してください。 

・演技、足慣らし中のマスク着用は各団体・個人で判断してください。（マスクを入れるケース・袋を

個々に用意してください） 

受付は代表者1名が行ってください。 

当日受付で、健康チェック表を（保護者等も含む）の提出をしてください。 

（提出していただいた健康チェック表は大会終了後２週間保管した後、廃棄します。） 

健康チェック表は参加各団体へ事前にメールで様式を送ります。 

・体育館への入館は、団体・個人単位で行ってください。（個人が遅れて入館する場合も代表者を

通じて事前に本部まで連絡をください)  

・入館後、クラブ単位で指定された座席に移動してください。（座席は事前に指定し連絡します） 



・ 

・他者との接触を避けるため、館内の移動および体育館外との移動は必要最小限に願います。 

（必ずマスク着用） 

・密を避けるため1階ロビー2階エントランス等でのアップ・メイクや会話など⻑時間の滞在はしないで

ください。（スタッフが巡回し、声をかける場合があります）  

体育館内での記念撮影は禁止します。 

演技終了後の出口付近の出迎えも禁止します。 

・演技、足慣らしで体育室入場前に手消毒を行ってください。 

・足慣らしを含め、呼出しが有るまで体育室への立入りは禁止します。 

・除菌液（手用）主催者が準備する予定ですが必要により各クラブで準備ください。また、清掃等

にご協力ください。  

・更衣室は他の利用者に気を付けながら、短時間での着替えが出来るようご協力ください。 （ドア

ノブ等に触れた後は、手洗い、手消毒をお願いします） 

・換気のため扉等を常時開放しますのでご理解とご協力をお願いします。 天候により寒くなりますの

でご理解ください。各クラブで防寒対策をお願いいたします。  

・メークは自席で行ってください。  

・選手席・観覧席については各クラブ単位の使用となります。 

来場にあたり、保護者等の人数は最小限でお願いいたします。観覧席は14ボックスでボックス間１

ｍ強あり、588席になります。（入館者数により当日移動観覧席を準備します。） 

・感染防止、審査への支障を防ぐため、大きな声での指導・カウントなどの声かけは禁止します。 

また、観覧席からの声援（拍手は可）も禁止します。 


