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平成 27 年 10 月現在 

全国エアロビック交流大会 2016 参加要項 

 

〔 参加選手・チームの皆さんへ〕 

 

１．大会日程 

主催者の大会スケジュールにより進行します。（※前回大会のものを参照ください） 

 

２．会場受付 

（1）	 受付時間 

①エンジョイ・チーム部門     【受付時間予定】 9:30〜11:20 

②エンジョイ・エクササイズ部門 【受付時間予定】 13:00〜15:00 

（2）その他 

・受付時間以外は受付けませんのでご注意ください。 

・受付時にゼッケンをお渡しします。 

 （チーム部門は各チームに 1 枚、エクササイズ部門は参加者に各 1 枚） 

・エンジョイ・チーム部門は「代表者」が手続きを行ってください。 

 この際、音源（CD か MD どちらか）を提出して下さい。 

 

３．競技部門と参加条件、実施方法 

（1）	 エンジョイ・エクササイズ部門 

・参加資格は、17 歳以上の男女、個人、翌日の全国フライトエアロビック選手権大会出場者は 

参加できません。 

・エアロビック初級者を対象とし、フライト競技と同様にリーダーのリードに合わせて参加者 

 全員が一斉に演技します。（添付資料のエンジョイ競技ルールを参照） 

・演技時間は 30 分以上とします。 

・BPM120〜140 程度の音楽を使用し、技術よりもエンジョイ度を審査します。 

  （2） エンジョイ・チーム部門 

 ・参加資格は子どもから一般成人とし、年齢制限、指導者の参加制限は設けません。 

 ・エアロビックと各種ダンスを取り入れて 3〜15 人で演技を行います。 

       （※添付資料のエンジョイ競技ルールを参照） 

 ・各チームの演技時間は 2 分以内とします。 

 ・音楽は、参加チームで持参したものを使用します。 

 ・技術より、服装や振付、使用音楽、チームワーク、パフォーマンス性を審査します。 

 

４．参加上の注意 

（1）	 参加者は、事前に健康診断を受けてください。 

（2）	 参加者は、健康保険証を持参してください。 

（3）	 事故発生の場合、主催者は応急手当のみを行うものとします。 

（4）	 参加者各人においても、別途傷害保険に加入することをお勧めします。 

（5）	 演技中の服装は、動きやすいものを着用してください。 

（6）	 ゼッケン等は主催者が用意したものを着用してください。 

（7）	 チーム部門の音源は、CD または MD に録音したものを当日受付に提出し、発表終了後に 

各チームに返却します。（再生トラブルに備えてできるだけ両方の音源をご用意ください） 

   （8） 参加料お振込み後のキャンセルの場合は参加料の返金をいたしません。 
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５．競技上の注意 

（1）	  主催者の用意したゼッケンを参加者名簿に従い、必ず着用してください。 

（2）	  アクセサリー、ベルト、髪飾り等、接触して怪我を招くようなものは使用できません。 

（3）	  手具、小道具等、怪我を招くようなものは使用できません。 

 

６．演技方法 

（1）	  エンジョイ・エクササイズ部門の演技方法 

・会場の演技位置は、主催者がゼッケン順に場ミリ表（配置表）を作成し、当日会場内に掲示 

します。 

（2）	  エンジョイ・チーム部門の演技順番と方法 

・主催者の抽選によって決められた演技順番に従って演技します。（後日発表） 

・司会者がチーム名をアナウンスしたら、発表エリアに進み音楽に合わせて演技します。 

・音楽の操作は、主催者側が行います。 

・各チームは、3 番前のチームが終わったら招集場所に集合して下さい。 

 ・進行上、時間の短縮または変更が生じる場合があるので、必ず進行状況を確認しておいて 

ください。 

 ・演技ステージのエリアは、間口 18m×奥行き 8m×高さ 1m を目安としてください。 

 

７．表彰 

（1）	 エンジョイ・エクササイズ部門（案） 

 ①MVP賞 最優秀選手1名 

 ②エンジョイ賞 エンジョイ度の高い選手1名 

 ③スマイル賞 笑顔が素敵な選手1名 

 ④コスチューム賞 服装が素敵な選手1名 

 ⑤スキル賞 技術が優れている選手1名 

 ⑥パフォーマンス賞 表現力が優れている選手1名 

 ⑦特別賞（仮称） 上記以外で特に個性が光っている選手2名まで 

 

（2） エンジョイ・チーム部門（案） 

 ①MVP賞 最高得点チーム1チーム 

 ②JAF賞 参加チームの投票による得票が最も多いチーム1チーム（※） 

 ③優秀賞 得点が2位から6位まで5チーム 

 ④チームワーク賞 チームワーク得点が高い1チーム 

 ⑤コレオグラティー賞 演技構成の得点が高い1チーム 

 ⑥ミュージカリティ賞 使用する音楽の音楽性が高い1チーム 

 ⑦パフォーマンス賞 パフォーマンス得点が高い1チーム 

 ⑧オリジナル賞 オリジナル得点が高い1チーム 

 ⑨スマイル賞 スマイル得点が高い1チーム 

 ⑩特別賞（仮称） 上記以外で特に個性が光っている2チームまで 

     ※参加チーム代表者（1 票）の投票により決定します。 

 

（3）	 表彰時間 

・上記の結果発表と表彰は、競技終了後に行います。 



3 

 

８．留意事項 

①参加者は主催者の写真撮影・動画撮影に同意し、参加者の肖像権は主催者に帰属します。 

②カメラ、ビデオの撮影は、指定されたエリアで行ってください。 

＊	 但し、競技中以外の撮影、フラッシュ撮影、赤外線撮影は禁止します。 

＊	 撮影エリアで撮影した画像・動画を営利目的に利用することはできません。 

＊	 主催者に許可なくウェブサイトや印刷物等に掲載することはできません。 

   ③ウォーミングアップエリアは設けておりませんので、競技進行に支障のないようフロアで行っ 

     て下さい。 

   ④館内は土足厳禁です。靴は各自で保管してください。 

   ⑤フロアでの飲食はできません。飲食は観覧席またはロビー、屋外等でお願いします。 

   ⑥ゴミは、各自でお持ち帰りください。 

   ⑦荷物は選手席に置き、整理整頓に努め、管理は各自で行ってください。 

    荷物、貴重品を置いたままで席を離れると盗難、紛失等の危険性が高まりますのでくれぐれ 

     も注意してください。主催者は一切の責任を負いません。 

   ⑧会場内のコンセントを使用することはできません。 

   ⑨館内は禁煙です。指定された場所で喫煙してください。 

   ⑩大会中は係員の指示に従ってください。 

 

９．宿泊・送迎バスのご案内 

・宿泊予約及び会場までの交通手段は各参加者・チームで行ってください。 

 前回大会同様、下記ホテルでは大会関係者限定特別料金でのご宿泊と希望者先 60 名の方 

 は会場までの大型送迎バス付となりますので是非ご利用ください。 

 

 【宿泊施設】 

  ベストウエスタンホテル関西エアポート 

   （http://bestwestern-joytel.com/kansaiairport） 

   大阪府泉佐野市日根野 4066 JR 日根野駅下車徒歩 1 分 

  （予約） ☎072-460-1900 FAX：072-460-1921 

    ・シングル、ツインともに 1 泊朝食付 7,000 円（税込み） 

     ※素泊まりは 1 泊 6,000 円（税込み） 

 

 （予約方法） 

  ・予約方法は電話またはファックスのみとなります。お申し込みの際は必ず 

   「エアロビック大会参加者・応援者・関係者」とお伝えください。 

  ・大型バスの送迎をご希望の方はご宿泊申し込み時に合わせてバス送迎希望とお伝えください。 

（先着 60 名様のみとなります） 

   ※ビジネスパックなど上記以外でお申し込みの方は対象外となります。 

  ・バスの送迎は 2 月 20 日（土）と 21 日（日）です。 

  ・バスの送迎は大会開場時間、終了時間に合わせて運行します。 

  ・お申し込み締め切りは 2 月 5 日（金）となります。 

  

 

１０. その他 

   ・以上の実施内容は今後変更することもありますので、JAF ホームページでお知らせします。 

 

 

以上、参加選手・チームの皆さんのご協力をお願いします。 
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【参考】 
	 	 	 

	 ※下記スケジュールは、前回大会のものです。	 

	 	 今年度のスケジュールは決定次第、JAF ホームページでお知らせします。	 

	 

	 

第 2 回全国エアロビック交流大会 2015	 
スケジュール予定	 

	 
	 

開催日：2015 年 2 月 22 日（土）	 
会	 	 場：ひまわりドーム	 

	 

	 

受付時間	 

エンジョイ・チーム部門	 9:30～11:10	 

エンジョイ・エクササイズ部門	 13:00～15:00	 

	 

8:	 30	 	 スタッフ会場入り	 

9:	 30	 	 	 開場	 

11:30	 	 	 開会	 

・主催者挨拶	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ・ご祝辞	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ・審判員紹介	 

	 ・リーダー紹介	 

	 ・参加チーム紹介	 

・ウェルカムデモンストレーション	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （フレンド幼稚園、みどり幼稚園、天使幼稚園混合チーム）	 

	 

12:00	 	 「エンジョイ・チーム部門」前半戦（28 組）	 

13:40	 	 	 休憩（15 分）	 

13:55	 	 「エンジョイ・チーム部門」後半戦（27 組）	 

15:35	 	 	 休憩（15 分）／デモンストレーション（EQUIPE）	 

15:50	 	 「エンジョイ・エクササイズ部門」	 

・動きの説明（5 分）	 

	 	 ・エクササイズ競技（30 分）	 

16:25	 	 	 休憩（20 分）	 

16:45	 	 	 結果発表／表彰式	 

17:20	 	 	 終了予定	 

	 
	 

以上	 


