
■参加費

　　　登録人数によって参加費は以下の通りです

　　　◆登録メンバーが3～5名の場合

1チーム1エントリーにつき一律　：　13,500円（税込）

　　　◆登録メンバーが6名以上の場合

１人１エントリーにつき　：　2,700円（税込）

■ メンバー登録（選手・補欠）

  ① 出場チーム単位でのエントリーとなります。

  ② 選手登録以外に補欠登録が1チームにつき2名まで可能です。

  ③ 補欠登録者は、あくまでも選手登録者の交代要員であり、選手として出場人数に追加することは不可。

  ④ エントリー完了後は、全大会期間（地区大会～5月の世界大会）を通し、登録メンバーの変更・追加は不可。

  ⑤ エントリー完了後に登録人数を減らす（登録削除）場合は、速やかに事務局に申告してください。

　　（怪我や病気などで欠員が出る場合、また補欠メンバーの起用については大会当日の選手受付にて申告してください）

  ⑥ メンバーが複数チームにエントリーする場合は、エントリーの時点で申告してください。（エントリーフォームに記載する項目あり）

　　　　※同日に複数チームで出場する選手の演技順については、本番演技と時間指定ウォーミングアップ（ある場合）の間に余裕がなかったり、

　　　　   時間が前後する場合がありますので予めご了承ください。

■エントリー期間・実施部門

　　　DVD審査もしくは他大会に振替となる場合がありますので、予めご了承ください。

  ⑧ 複数日開催の地区大会の各日の実施部門は以下の通りです。（★・☆印が実施日）

★・・・全編成実施　/ ☆・・・実施編成は補足参照

Cheer Dance Cheer Dance

関西大会 2018年　1月 13日（土） - ★ - ☆ ☆Jr/Sr/Open編成

2018年　1月 14日（日） ★ - ★ ☆ ☆Mini/Youth編成

愛知大会 2018年　1月 20日（土） - ★ - ☆ ☆Jr/Sr/Open編成

2018年　1月 21日（日） ★ - ★ ☆ ☆Mini/Youth編成

千葉大会 2018年　1月 27日（土） ★ ★ ★ -

2018年　1月 28日（日） - - - ★

神奈川大会 2018年　2月 　3日（土） - - - ★

2018年　2月 　4日（日） - ★ ★ -

埼玉大会① 2018年　2月 10日（土） ★ ★ - -

東京大会 2018年　2月 17日（土） - - - ★

2018年　2月 18日（日） ★ ★ ★ -

埼玉大会② 2018年　2月 24日（土） - - - ☆ ☆Mini/Youth編成

2018年　2月 25日（日） - - ★ ☆ ☆Jr/Sr/Open編成

10月16日（月）  12時00分 12月   6日（水）  10時00分DVD審査

競技部門　エントリーについて

Regionals/地区大会・DVD審査

　⑦ チアリーディング部門（All Star Cheer/Show Cheer）は、各地区大会でのエントリー数が予定数に満たない場合は、

関西・愛知 11月13日（月）  12時00分 11月　22日（水）  10時00分

12月   6日（水）  10時00分

  ② エントリー期間中であっても、各地区大会のエントリー数が枠に達し次第、受付を終了します。（DVD審査は除く）

　　　申込フォームの一番下の「送信」ボタンを押した順番に受付となります。（入力画面を開いた順番ではありません。）

九州・東北・北海道 10月16日（月）  12時00分 10月 25日（水）  10時00分

静岡・甲信越 11月 　8日（水）  10時00分

千葉・神奈川・埼玉①・東京・埼玉② 11月27日（月）  12時00分

　① USAジャパンWebサイト内の大会エントリーページより、申込フォームを送信してください。

　 　 申込期間は、大会毎に以下の通りです。（ DVD審査・審査対象外部門のエントリーも競技部門同様のお手続が必要です）

地区大会名 エントリー開始 エントリー締切

10月30日（月）  12時00分

　④ 学校団体（中学校・高校）の申込は必ず顧問の先生が行い、登録住所・電話番号は学校情報を入力してください。

　⑤ 一度エントリーした大会出場をキャンセルすることや、同一内容のエントリーを複数回行うことはご遠慮ください。

　③ 各地区大会のエントリーのキャンセル待ちは受け付けておりません。

　⑥ やむを得ない事情でエントリーをキャンセルする場合は、すぐにお電話にて事務局までご連絡をお願いいたします。

大会名 開催日
学校団体 クラブチーム

実施編成の補足
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【DVD審査について】

　① 地区大会同様の位置付けで、映像提出（DVD）による審査にエントリーをすることができます。（審査日は2018年１月下旬）　

  　　但し、DVD審査は、ナショナルズ進出の判定のみを行います。（順位・表彰はありません）

　③ エントリー後のDVDの提出期限は、2018年1月15日（月）必着　です。

　　　（ナショナルズ進出結果のご連絡は、1月下旬頃にスコアシート等とあわせてお送りします）

　　　※審査対象外（失格）となった場合でも参加費の返金は出来かねます

■再エントリーとは

　③ 登録済のメンバーが減る場合は、この再エントリーの時点で申請してください。

　　　※一度登録を削除したメンバーは、ナショナルズの進出が決定しても再登録はできませんのでご注意ください。

　④ 以下の例外を除き、出場部門の変更はできません。

　　　＜例外＞　

　　  　Show Cheer部門とAll Star Cheer部門において、安全性を考慮したレベル・難度の引き下げ（編成内に限る）

■再エントリーの審査・評価・表彰について

　③ 結果のご連絡（ナショナルズ進出可否）はメールにてお知らせいたします。（スコアシートは別途郵送）

■再エントリー方法

　　　1） 九州・東北・北海道・静岡・甲信越・・・・・・・・・・・・ 2018年1月15日（月）必着

　　　2） 関西・愛知・千葉・神奈川大会・DVD審査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2018年2月13日（火）AM必着

　　　3） 埼玉①・東京・埼玉②大会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2018年2月28日（水）AM必着

　⑤ 以下の方法で演技の撮影を行ってください。

　　　※審査対象外（失格）となった場合でも参加費の返金は出来かねます

　② 参加費・エントリー方法は、通常の大会エントリーと同様です。

　④ DVD審査の場合も、再エントリー（DVD審査）は可能です。

　⑤ 以下の方法で演技の撮影を行ってください。

　　・ビデオカメラは常時固定し、必ず撮影中の演技者・演技内容の全てを画面に収めること
　　・少し高め（1.5m程度）の位置からの撮影が望ましい
　　・入退場及び演技のみ撮影すること（3分程度）
　　・DVDに収録（PCで再生可能か必ず確認すること）※ブルーレイでのご提出はご遠慮ください。
　　・チーム情報を表に記載して期限厳守で提出（編成・部門・チーム名）

　⑥ DVDの再生ができなかった場合は、審査対象外（失格）となりますのでご注意ください。

Regionals/再エントリー

　① 地区大会でナショナルズへの出場基準点に達しなかった場合、もう1度審査にチャレンジできる「再エントリー」制度があります。

　② 再エントリーは「DVD審査」となり、演技映像を郵送いただき地区大会同様の内容で審査を行うものです。

　⑤ ナショナルズへの進出が決定した場合は、再エントリーはできません。

　① 地区大会時の演技から、演技内容・構成の変更は可能です。（出場部門・編成、登録メンバーの変更・追加は不可）

　② 再エントリーは、ナショナルズ進出の判定のみを行います。（表彰はありません）

　① 出場チーム専用ページよりエントリーフォームを送信いただきます。

　② 申込締切（参加費振込含む）は、リージョナルス出場日の翌日から３日以内です（埼玉大会② 2/25（日）のみ当日より3日以内）
　　　申込期間に休日を含む場合、参加費のお振込については翌営業日までとします。

　③ 地区大会毎に、再エントリーによるDVD審査の実施日（提出〆切）は以下の通りとなります。

＜地区大会＞ ＜DVD提出期限＞

　④ 参加費は、1チームにつき 5,000円（税込）です。　　※出場人数に関係ない金額設定です

※振込人名義には、必ず団体・チーム名の前に2文字のアルファベットと受付番号（10ケタ）を入れてください。

　　　例）　SD161223△△△△　　○○○○○高等学校　チアリーダー部

　　・ビデオカメラは常時固定し、必ず撮影中の演技者・演技内容の全てを画面に収めること
　　・少し高め（1.5m程度）の位置からの撮影が望ましい
　　・入退場及び演技のみ撮影すること（3分程度）
　　・DVDに収録（PCで再生可能か必ず確認すること）※ブルーレイでのご提出はご遠慮ください
　　・チーム情報を表に記載して期限厳守で提出（編成・部門・チーム名）

　⑥ DVDの再生ができなかった場合は、審査対象外（失格）となりますのでご注意ください。

　⑦ 選考結果通知はDVD提出期限から１週間以内にご連絡予定です。
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■参加費・動画視聴料のお支払

　　　登録人数によって、お支払金額は以下の通りです

　　　※動画視聴料 改定について

　　　　 昨年は、ナショナルズのエントリー1チーム毎にご負担いただきました。

　　　　 この場合、登録人数によって負担金額に差が生じることから、今回は登録メンバー1名1エントリーにつき、

　　　　 一律550円（税込）をご負担いただくこととなりました。

　　　　　（但し、3～5名のメンバー登録の場合は、参加費・動画視聴料ともに固定金額）

　　　　 大会参加費と合わせてのお支払になりますことを、ご了承いただきますようお願いいたします。

　　　◆登録メンバーが3～5名の場合 1チーム1エントリーにつき一律の金額設定

18,900円（税込）

2,750円（税込） 1チーム計：21,650円

　　　◆登録メンバーが6名以上の場合 １人１エントリーにつきの金額設定

3,780円（税込）

　550円（税込） 1人あたり計：4,330円

　　　※ 一昨年よりビデオ撮影席が廃止となり、インターネット上で大会演技が閲覧できる公式動画を全チームに配信しております

　　　　　（ビデオ撮影席の廃止はナショナルズのみです。各地区大会ではビデオ撮影席のお申込みが可能です。）

　　　※ 詳しくは P.10 公式動画配信についてをご確認ください

■ メンバー登録（選手・補欠）

  ① いかなる場合も地区大会から登録メンバーを追加することはできません。

  ② 登録メンバーを削除する場合は、ナショナルズエントリーの時点で申請をしてください。

  ③ 補欠メンバーを、出場選手として追加することはできません。

  ④ 地区大会からの出場部門を変更することはできません。（人数区分の変更も不可　＜例＞LargeからSmallなど）

■ その他

　　　※シード権とは・・・・・・・・・リージョナルスが免除になる権利

　　　※シード権保持チーム・・・Nationals 2017グランプリ・チャンピオンチーム／2017 WORLDS・SUMMIT推薦チーム／2017-18年海外大会出場チーム

参　 加　 費　：

動画視聴料　：

参　 加　 費　：

動画視聴料　：

　① 各地区大会でナショナルズ進出が決定した場合、1週間以内にWebサイトより参加申込をお願いします。

　　　（この時点で、参加費等のお振込みが必要になります）

　② ナショナルズに出場しない場合も、必ず辞退申請をお願いします。

　④ ナショナルズ（全国選手権大会）におけるDVD審査はありません。

Nationals/全国選手権大会

　③ シード権を使用するチームについては、別途メールにてエントリー方法をご案内いたします。
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　　審査対象外部門へのエントリーは、リージョナルスからナショナルズを通して１人１回限りとなります

　　※ Half-Time USAに出場する方は、Show-Time USAへのエントリーは出来ませんのでご注意ください。

　① ナショナルズにおいても、審査対象外の部門（Show-Time USA）出場チームを募集します。

　② リージョナルスと異なり、出場にあたり事前にDVD選考があります。

　③ リージョナルス競技部門に出場する方がShow-Time USAで同様のメンバー・演技を行うことはできません。

◆選考基準： 全国選手権大会にふさわしい 『UNITY & ENJOYABLE SPIRIT』 に溢れるチーム

◆応募方法： 　USAジャパンWebサイトのエントリーフォームよりエントリー

　　【申込期間】 2018年1月10日（水）12：00　～　1月30日（火）13：00

　本番の演技映像（DVDに収録）を郵送

　　【提出期限】 2018年2月13日（火）AM必着

◆出  場  日： エントリーの際、3月24日～27日のいずれかご希望の日をご入力ください。

※出場日については、ご希望に添えない場合がありますのでご了承ください。

◆選考結果： 2月15日（木）以降　１週間以内にメールにてご連絡

◆そ の 他  ： Nationals競技部門と同様

※出場が決定した際に本登録となりますので、そこでメンバー確定、お支払（振込）となります

・3名以上のメンバーで、演技時間は2分30秒以内とすること

・演技構成については、「審査対象外部門ルール」に沿った内容にすること

・DVD撮影時は、本番で踊るメンバー、演技内容とすること

・DVD撮影時の衣装は、本番着用するものでなくてもよい

【　注意事項　】

審査対象外部門　エントリーについて

Regionals/Half-Time USA

　① リージョナルスの各大会において、審査対象外の部門（Half-Time USA）の出場チームを若干数募集します。（各日5～10チーム程度）

　② Half-Time USAの参加費・エントリー方法については、競技部門と同様です。

【　参　加　費　】

　③ チアスタンツ・タンブリングなどを行う場合は、チアマット上での演技となります。

　　 （チア部門実施日のみのエントリーとなりますので、出場日にご注意ください。）

　④演技内容については、各編成・部門に基づいた「審査対象外部門ルール」を確認してください。
　　 （原則競技部門のルールに則った内容となります）

　⑤ 審査対象外部門は、リージョナルス（Half-Time USA）からナショナルズ（Show-Time USA）への進出はありません。

Nationals/Show-Time USA

Step １

※複数選択可

Step ２ 
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