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第 15回 2019東京一輪車演技大会 

1. 主催 足立区一輪車連盟 

 

2. 後援 足立区、足立区教育委員会、（公財）足立区体育協会 

 

3. 日時 2019年６月 30日（日） 

入場開始 ９:00 

開会式 ９:40 

演技 開始 10:00 

表彰式(予定) 17:00～ 

4. 場所 総合スポーツセンター体育館 

 

5. 競技種目 

ａ）クラス 

記号 クラス 演技時間 

Ｂ ビギナーグループ  小学生以下 2分30秒以内 

普通乗車、前進、バック走行、片足、タイヤ乗りまで 

上記以上の高度な技は使用不可 

Ｎ ノービスグループ 小学生以下 2分30秒以内 

蹴り上げ、飛び乗り、横乗り、片足タイヤ乗り、スピン、伸脚スピ

ン、ピポッド（コンパス）、グライディング 

立グラ（手引き。但しアラベスク等は除く） 

上記以上の高度な技は使用不可 

注：ノービスは、ビギナーとジュニアの間のクラスです。 

Ｐ4 ジュニア ペア 小学 4年生以下  

Ｐ6 ジュニア ペア 小学 6年生以下 2分15秒以内 

Ｐ7 ジュニア ペア 中学生以上 2分30秒以内 

Ｇ1 ジュニア グループ 小学生以下 3分45秒以内 

Ｇ2 ジュニア グループ 中学生以上 4分00秒以内 

ＯＰ1 オープン ペア小学生以下 2分15秒以内 

ＯＰ2 オープン ペア中学生 2分45秒以内 

ＯＰ3 オープン ペア高校生以上 2分45秒以内 

ＯＧ1 オープン グループ 小学生以下 3分45秒以内 

ＯＧ2 オープン グループ 中学生以上 4分30秒以内 

ＯＳ1 オープン ソロ 小学生以下 2分00秒以内 

ＯＳ2 オープン ソロ 中学生以上 2分00秒以内 

 

※ジュニアグループ ４年生以下は→廃止し、小学生以下 中学生以上とする。 

※ソロはアーティスティックのみとする
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ｂ）下記に１項目でも該当するチームはオープンクラスになります 

グループ演技 ペア演技 

千葉大会優勝 

その他の大会優勝 

ジュニア大会のジュニアクラス上位３位入賞チーム 

全国小学生大会入賞 全国小学生大会ぺア演技出場 

関東オープン大会出場 関東オープン大会ぺア演技出場 

全日本ペア・グループ演技部門出場（当年度の出場予定チームも含む） 

ｃ）千葉大会、ジュニア大会のビギナークラス・ノービスクラス上位３位入賞チームはそれぞれ昇格となり

ます。 

ｄ）各直近の大会結果を適用します。（メンバーが半数以上入っている） 

ｅ）参加チーム数が２チーム以下の場合はクラスを変更します。 

ｆ）ソロについて 

  他の大会のビデオ予選で使用した物も可とします。 

撮影期間は前年の東京演技大会以降で所属チーム・個人名の特定の出来ない配慮をお願いします。 

審査については、主催者に一任いただきます。 

4月 25日必着締切として、GW中実行委員会にて予選通過審査をする 

 

6. 参加資格 

一輪車を愛する団体・選手、および本大会の趣旨に賛同する一輪車愛好家 

 

7. エントリーと参加制限について 

ａ）グループ演技の参加を優先します。（原則グループ演技は各クラス１チームのエントリーとします） 

  （複数希望がある場合はご相談ください） 

ｂ）グループは５名以上 

ｃ）全体の演技時間に応じてペア演技・ソロ演技の組数を決めた上で主催者により参加チームを決めさせ

ていただきます。 

ｄ）ペアはグループ演技参加の団体を優先します。 

ｅ）ソロはビデオ審査の結果で決めさせていただきます。 

ｆ）ペア演技・ソロ演技は優先順位を付けて申し込みをお願いします。 

ｇ）ペア演技とソロ演技の重複の参加はご遠慮してください。 

ｈ）エントリー表には選手名、チーム名、曲名など「読み仮名」を必ず入力してください。 

 

8. 参加費 

ａ）1種目に参加の場合…1人 1,800円 

ｂ）2種目に参加の場合…1人 3,600円 

 

9. 参加申し込み（エントリー数が多いため、調整させていただきます） 

一次エントリー 3月 10日 

3月中旬    演技数を決めます 

4月上旬    エントリー数についてお返事いたします 

4月 14日   プログラム作成用名簿の提出（ソロビデオ審査の合否にかかわらず） 

 

10. 音楽データの提出期限 5月 12日着／別紙あり 

※受け取りの関係で、「宅配便ＮＧ」としています。 

郵便として送ってください。 

 

11. 参加費の振込先と期限 ５月 27日 

 振り込み先＞みずほ銀行 足立支店 口座番号 普通 1516402 



 3 

 （銀行コード 0001 店番号 312）／口座名義 中村美江子（ナカムラミエコ） 

 

12. 保険 

主催者は保険に加入しません。参加選手はスポーツ保険に加入の上参加ください。 

主催者はケガなどの応急処置以外の責任を負いませんのでご承知おきください。 

 

13. 申し込み及び問い合わせ先 

足立区一輪車連盟 aua.info.taikai@gmail.com 

 

14. 注意事項 

ａ）足慣らし・演技の付き添いは、各チーム 2名（名札あり）とします。 

ｂ）大会の競技時間が延長しないために、速やかな入場をお願いいたします。 

     ※足慣らし中の声掛けはOK、足慣らし後は禁止とします。最後の挨拶も無しです。 

 

Ｃ）演技開始の音楽の開始の合図について 

  基本として、全選手が音楽開始開始待ち静止姿勢を取った後に代表の選手が右手を上げてください。 

 

ｄ）２階階段付近等の通路での荷物・着替え・メイクは原則禁止いたします。 

  メイクは会議室をご利用いただきます。 

 

ｅ）ビデオの撮影について 

   ・小体育館（足慣らし時）はご遠慮ください。 

   ・演技フロアでは、基本 演技中のチームを優先します。名札を着用してください。 

   ・ギャラリーや通路では、三脚を立てての場所取りはご遠慮ください。 

   ・お互いに譲り合って、ご協力お願いします。 

 

ｆ）足慣らし（小体育館） 

   ・付き添いの人は 2名（名札あり）までとします。 

   ・小体育館での足慣らし時は保護者の方の観覧はご遠慮ください。 

    

 

15. 審査 

審査は、主催者選出の審査委員で行います。 

審査は、全日本一輪車協会審査要綱に準じて行います。 

 

16. 表彰 

ａ）各クラスの上位チームに賞状を授与（参加チーム数により変更あり） 

ｂ）ジュニア・オープン・のペア・ソロ演技各クラス上位にメダルを授与 

ｃ）ジュニア・オープンのグループ演技各クラス上位にメダルを授与 

 

17. その他 

・ 大型バス駐車場（事前申し込みをお願いいたします） 

・ 大会ボランティアのご協力をお願いいたします（エントリーの際にお知らせください） 

  お仕事の内容…入場口整理、退場口整理、演技フロアモップかけ 

            小体育館足慣らし選手誘導、など 
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別紙－１ 

送付音楽メディアについて 
 

・送付音楽メディアは CD でお願いします。 

・１枚につき１作品を収録して下さい。 

・CD の盤面への記入事項は、クラス記号、支部記号、団体名、氏名（またはグループ名）曲名（ラベル面に

直接記入するか、印刷して下さい。シールは絶対に貼らないで下さい。） 

 

<CD の注意事項> 

・メディアは CD-R を使用のこと。（CD-RW は不可） 

・パソコンなどで演技用に編集した音楽のみ録音のこと。 

・CD の録音時間は演技時間制限＋5 秒までとします。（CD の編集上曲の無音部を考慮したものです。あくま

で実質の曲の時間は演技の制限時間です。） 

・通常の音楽 CD プレイヤーで再生出来ることを確認して下さい。 

・音量は極端に小さかったり、大きすぎないか確認して下さい。 

・MP3形式などは再生出来ません。 

 

 

<送り先> 

・〒121-0815 

東京都足立区島根 3-12-2 (TEL 03-3850-4886) 

中村美江子 

 

<送付方法> 

・5月 11日着に発送をお願いします。（郵送ポストで受け取れるようにお願いします。） 

・不織布ケースに入れてご送付下さい。 

・梱包は過度の保護を避けて下さい。（梱包の開封、梱包材の処分などの負担軽減のた 

め。） 

 



 5 

別紙－２ 

ソロのビデオ審査について 
 

予選審査ビデオ送付締切は 4月 27日（日）です。 

※予選通過者のみ 5月 12日頃、メールでお返事いたします。 

※一次エントリーしてあり、辞退される場合は ご連絡をお願いいたします。 

 

次の内容のものを、下記送付先まで締切日必着で送付して下さい。 

（１）ＤＶＤディスクにエントリーする演技をソロ(１分３０秒以内)で収録したもの。 

   １演技につき１枚のディスクに収録すること。 

   ＤＶＤとケースに、団体名・氏名チーム名・曲名、を記載すること。      

（２）全体を映し、継ぎ撮りや不正な撮影、落車が無いもの。 

 

 

・予選にエントリーしていない選手との交代はできません。 

・DVD録画の場合は必ず DVD ビデオとして初期化(フォーマット)してください。 

DVD-VRでは再生できません。 

・DVDでの提出が困難なところは事務局までご連絡ください。 

 

（3）要綱より転記 

ｆ）ソロについて 

  他の大会のビデオ予選で使用した物も可とします。 

撮影期間は前年の東京演技大会以降のものにしてください。 

所属チーム・個人名の特定の出来ない配慮をお願いします。 

審査については、主催者に一任いただきます。 

 

 

 

 

 

<送り先> 

・〒121-0815 

東京都足立区島根 3-12-2 (TEL 03-3850-4886) 

中村美江子 

 

<送付方法> 

・4月 27日（日）着をお願いします。（郵送ポストで受け取れるようにお願いします。） 

・不織布ケースに入れてご送付下さい。 

・梱包は過度の保護を避けて下さい。（梱包の開封、梱包材の処分などの負担軽減のため。） 

 

 


