
年齢・性別不問

※1人2部門まで参加可（同じ部門に複数エントリーは不可）

※未成年者のみチームは、必ず成人の引率者が必要です

①～⑤より部門をお選びください

※①②③については、チアリーディングチームはチアマット、それ以外のチームはフロア上での演技となります

①バニーズ部門＜小4以下/３名以上/1分30秒以内の演技＞

②チームパフォーマンス部門＜年齢制限なし！/３名以上/2分30秒以内の演技＞

③グループスタンツ部門＜5名以下/チアマット上での演技/1分30秒以内の演技＞

④ダブルス部門＜2名1組/1分30秒以内の演技＞

⑤USAルーティン（規定演技）部門＜個人で参加できる！/1分以内の基礎演技＞

①～④のいずれかの部門・・・・1,800円 ※左記は1人 1部門 参加の税込金額

⑤USAルーティン部門・・・・・1,000円 ※1人2部門まで参加可（同じ部門に複数エントリーは不可）

2017年6月7日（水）13時00分　～　6月27日（火）13時00分　

USA-Japanのホームページからお申込みください

前売 　※料金は税込の価格です

当日 　※3歳未満は無料（但しお席をご利用になる場合は、チケットをお買い求めください）

※チアリーディングチームの皆様へ

　スタンツ・タンブリングを実施する場合はチアマット上での演技となります（以下①②③より部門を選択）

　また演技は「安全規約」（ホームページ参照）を参照して構成を行ってください

【参加資格】

【参 加 費】

【募集内容】

年齢制限なし！ママチーム、シニアチームも大歓迎！もちろん競技用の演技でもOKです

こどもから大人まであらゆる世代、あらゆるジャンルのダンスを披露してください

チアリーディングチームのみなさん！ときにはグループスタンツの少人数で注目を浴びてみませんか♪

個性溢れるグループ演技をお待ちしております！

小学校4年生以下のチーム、集まれ～～～～！競技用の演技に限らず、イベント出演用や普段の練習演技など何でもOK！

広いフロアはドキドキするけど、日頃の練習の成果を楽しみながら発表してください♪

チームとは一味違う、仲間と2人で作り上げる醍醐味があります！ジャンルは問いません！

本番までの時間もとても貴重な時間になるはず。ダブルスパワーで広いフロアを占有できちゃいます！

初の試みとなる規定演技部門です！曲・ダンスともに決まったものを複数人数で同時に披露していただきます

事前に動画で演技を覚えて練習してきてください♪（簡単なアームモーションやステップを含んだ覚えやすい演技です）

1,800円

2,100円

【申込期間】

【入 場 料】

※規定演技の動画の掲載は、6月中旬を予定しております（チアフェスティバル九州の案内ページに掲載）

          【開催日】2017年 8月 6日（日） 

          【会 場】ダイハツ九州アリーナ  

USA チアスフェスティバル九州 
気軽に参加できる発表会形式のチアイベント！ 

USAチアフェスティバルが初めて九州にまいります！そして、USA初の大分県上陸です！ 

スポーツ応援、地域イベントのパフォーマンス、初心者チーム、チアママチーム、etc・・・・・ 

夏の楽しい思い出をUSAでつくってみませんか♪九州エリアのみなさん！ご参加お待ちしております！ 



◆参加にあたり

　① このイベントでは得点と順位はありません

　② 演技フロアの広さは、15m×20mです（競技同様）

　　 チアリーディングチームは、チアマット上での演技となります（①～③部門）それ以外のチームは板場のフロア上での演技です

　③ USAルーティン（規定演技）部門については、同時に複数名が演技フロアで演技をする予定です

　　 本番演技に必ずしもポンは必要ありません（なくても参加は可能です）

　④ チームパフォーマンス・グループスタンツ・ダブルス部門にはアワードがあります（クロージングで発表）

　　（スマイル賞・パワフル賞・チームワーク賞のいずれか）

　⑤ バニーズ部門はアワードはありませんが、出場者に参加記念品をプレゼントします

　⑥ USAルーティン部門については、以下のいずれかの評価を各個人にお伝えします（演技終了後に発表）

　　（クリーン賞・エンジョイ賞・エナジー賞のいずれか）

　⑦ USAルーティン部門以外については、USAジャパンのインストラクターが演技についてコメントを書いたシートをお渡しします

　⑧ 複数部門に参加される場合、演技順など最大限配慮しますが、演技間の時間が十分にとれない場合があることを予めご了承ください

　⑨ 当日のウォームアップ会場は、スペースに限りがありますので譲り合ってご利用ください／音の使用はできません

　⑩ 出場チームのご家族ご友人の皆様向け（一般来場者用）に、応援エリアを設置予定です（場所は未定ですがフロア前方あたりを予定）

　⑪ イベントの詳細は、エントリー後に「出場チーム専用ページ」でのお知らせいたします

人数
アワード

（表彰）
コメント チアマット

3名以上 - あり あり/なし

3名以上 あり あり あり/なし

5名以下 あり あり あり

2名 あり あり なし

1名 - - なし

◆申込の際の注意点

１） １エントリーにつき１回の送信が必要です（同団体で複数部門に出場の際は各々のチームでエントリーが必要です）

　　 ※複数エントリーは可能ですが、演技間の時間が十分にとれない場合はありますのでご了承の上お申し込みください

　※緊急の場合を除き、エントリー完了後の変更連絡は全てメールで申請をお願いいたします ＜usa-cheerfes@usa-j.jp＞

１） フォーム送信直後に自動的に仮受付メールが届きますので、すぐに受信確認してください

２） 仮受付メールに記載してある１０桁の番号が貴チームの受付番号になりますので、大切にお控えください

３） エントリーの入力内容が記載されていますので、誤りがないか必ず内容を確認してください

　　　例）　1708069999　○○○○○高等学校　チアリーダー部

　　 ※メール受信に制限をかけている場合は、事前にusa-cheerfes@usa-j.jpのメールを受信できるよう設定してください

　　 ※仮受付メールが受信されない場合、アドレスが正しくない、もしくは送信がうまくいかなかった可能性があります

２）完了メールには、Webサイトに掲載する出場チーム専用ページのログインパスワードが記載してあります

　   出場チーム向けの今後の大会情報は、すべてそちらでご確認いただくことになります

２） 送信以降の内容変更はできませんので、出場部門・人数（複数エントリーの有無）・登録メンバー名、

  　  ビデオ撮影席の申込など、送信前に必ず入力確認画面をチェックしてください

４） 受付番号の記載がない場合、入金の確認が正しくできないことがありますので、忘れず入力してください

５） 銀行発行の「ご利用明細」を領収証にかえさせて頂きますのでご了承ください

６） お振込み後の返金はできかねます

１）振込後１週間以上経過してもエントリー完了メールが届かない場合は、事務局までご連絡ください

１） 仮受付メール受信後１週間以内に、代金を手数料ご負担の上お振込ください(振込先情報は仮受付メールに記載）

２） １週間以内に入金確認ができない場合は、エントリー取消となりますのでご注意ください

３） お振込人名義には、必ず団体・チーム名の前に受付番号（１０ケタ）を入れてください

３） メンバー登録者は、氏名（漢字とヨミガナ）・年齢・学年情報が必要になります

部門名

バニーズ

チームパフォーマンス

その他

小4以下のみのメンバー

チアチームのみ

ダンスチームのみ

ポンは必須ではありません

グループスタンツ

ダブルス

USAルーティン（規定演技）

演技時間

1分30秒以内

2分30秒以内

1分30秒以内

1分30秒以内

1分以内

① USAジャパンのホームページよりエントリーフォームの送信 

② 仮受付メールの受信（自動返信）   ※すぐにメールの確認をしてください 

③ 代金（参加費・ビデオ撮影席）のお振込み 

④ エントリー完了メールを受信 （振込後1週間程度）   →  エントリー完了 



◆ビデオ撮影指定席の申込について

　① 演技の動画撮影を希望される場合は、ビデオ撮影指定席をご購入ください　※指定席以外での撮影（静止画含む）は一切禁止です

　② このビデオ撮影指定席は出場チームのみ対象の事前販売です（一般販売・当日販売はありません）

　③ お申込みはエントリー時のみとなりますので、ビデオ撮影席代金の2,500円（税込）を参加費と合わせてお振込みください

　④ ビデオ撮影指定席は、終日利用となり全演技の撮影ができます（入場チケットの購入は不要です）

　⑤ １エントリーにつき1席まで購入でき、１名様でのご利用となります（お子様連れはご遠慮ください）

　　 ※１席で許可された2台までの撮影機材の使用が可能（三脚は１台）、周囲の方に迷惑のかからない範囲でご使用ください 

　 　※撮影機材は動画を撮影するためのカメラ（カムコーダ以外のビデオカメラも可）とし、タブレット端末・スマートフォン等での撮影も可

　⑥ エントリー完了（入金）後の追加購入・キャンセルはいかなる場合でも出来かねます

　⑦ 会場内は、ロビー及びビデオ撮影指定席以外での撮影（動画・静止画ともに）は一切禁止となっております

　⑧ イベント前にご登録いただいているメールアドレス宛に「ビデオ撮影パス引換証」をお送りします

　 　印刷していただき、当日「ビデオ撮影受付」までお持ちください（紙以外のものは受付できかねます）

　⑨ 演技のお写真は、専門のカメラマンが撮影しております（後日「オールスポーツコミュニティ」のウェブサイトにて閲覧・販売）

◆引率者について

　① 部門によって、引率できる人数は以下の通りです

    　・バニーズ、チームパフォーマンス部門は2名（メンバーが全員小学生以下で20名以上の場合は3名まで）

　　 ・グループスタンツ、ダブルス部門は１名

　    ・USAルーティン部門は1チームあたりの参加人数で以下の通り

　   　 参加者が1～8名・・・引率1名　　参加者が9名以上・・・引率2名（全員小学生以下で20名以上の場合のみ3名）

   ② 1チームから複数部門にエントリーする場合は、引率者は1チーム分（人数が多い方）のみが適用されます

　③ 引率者は参加費はかかりません（当日「引率パス」をお渡しますので、会場内では必ず着用をお願いします）

　④ 参加者が全員未成年の場合は、必ず1名は成人の引率者が必要です（引率者が受付を行ってください）

　　 また、必ず保護者と連絡が取れる体制を整えておいてください

　⑤ 引率者は参加者の管理及び、万が一の場合（体調不良や怪我・演技の中断など）の対応や判断ができる方とします

　⑥ 参加者に成年を含む場合は引率者は必ずしも必要ありませんが、万が一の際の対応について判断する方を事前に決めておいてください

　⑦ お子様連れの引率はご遠慮ください

　⑧ 複数チームの引率の兼務や参加者兼引率者の方などの、演技順などは原則考慮致しかねますのでご了承ください

◆音源・使用曲申請書の提出

　① 演技の本番用音源については、当日の受付時に以下の通りお持ちください（※予備音源は別にご用意下さい）

　　 ※USAルーティン部門参加の方は、音源の持参は不要です

　② 本番用音源は必ず1枚ずつハードケースに入れてご用意ください

　③ 使用する曲のみを１曲として収録してください

　④ 全ての音源には、必ず以下情報を事前に記載しておくこと（CDの表面に油性ペンで直接記載してください）

　⑤ 当日受付時に、使用曲申請書を提出していただきます（後日事務局より日本音楽著作権協会へ提出）

　　 申請書は、出場チーム専用ページよりダウンロードしていただき、必要を事項を記入してお持ちください

　　 ※事前に提出していただく必要はありません

◆チーム音響担当

　① 本番演技の際に、チームの音響担当者１名は音響席までお越しください

　② チームの音響担当者は、予備音源を持って本番演技の３団体前までに音響席にお越しください

　③ チームの音響担当者に音出し（再生スイッチを押す）をしていただきます

　⑤ 引率・補欠メンバー以外の方が音響を担当される場合は、入場チケットが必要になります

CD もしくは

USBメモリー

CDの場合は、本番用とは異なる仕様・方法でご準備ください

（本番用に不備があった場合に、同じ状況が起こることを回避するため）

【USBメモリー】ファイル形式：WAV/MP3/MP2/WMA/AAC

＜申請内容＞

   ④ 参加者の怪我や音響トラブル等によって演技を中断する（した）場合、その後の対応について音響担当者に相談させていただきます

       チームの責任者や状況判断できる方が音響席にお越しください

仕様

CD

種類

本番用

予　備

※エントリーナンバー（演技順）は、

　後日スケジュールにてお知らせとなります

※事前に音源を提出していただく必要はございません

提出方法

受付時に提出

音響担当者が

音響席に持参

収録方法

使用ディスク：CD/CD-R/CD-RW

ファイル形式：オーディオCD（CD-DA）、MP3、WAV

１） 使用曲名（CDタイトル・曲名）　　２） 作（訳）詞名　　３） 作（編）曲者　　４） アーティスト名　　５）使用時間

エントリーナンバー ： NO.○○ 

出場部門名  ： ○○○○○部門  

団体及びチーム名 ： ●●●●●●  ○○○○○ 



◆演技に関する注意事項

全部門共通ルール

　15m×20m（縦横に中央ライン）

　※タンブリング、スタンツを実施するチームについてはチアマット上での演技となります

　チームパフォーマンス：2分30秒以内　　その他部門：1分30秒以内

・衣装、シューズは安全性を考慮したものを使用すること

・シューズは底がゴムのもので、足裏全部を覆っているものを使用すること（ヒールは不可）

・使用は自由ですが、手具を持ちながらのタンブリング（前転、後転以外）は不可

・高さを出すための道具は使用不可

・安全性を考慮していない危険な行為、床を傷つける恐れのある行為は不可

・ひざ・尻・腿・背中からの落下、着地は不可

・ジャンプ、スタンツから、または頭が下になった姿勢からのスプリットディスマウントは不可

　（ただし、重心のほとんどが手または足にかかり、落下の衝撃を吸収できる場合は実施可）

　※チアのスタンツやトスについては次頁参照

セーフティーガイドライン　-　チアリーディングのタンブリング、スタンツを実施するチーム

タンブリング、スタンツを実施するチームについては、チーム編成ごとにUSAジャパンにて指定された安全規約に従ってください

安全規約はホームページをご参照ください

　・AACCA安全規約（中学校・高校）※小学生はこちらを参照

　・AACCA安全規約（大学）

　・AACCA安全規約（中学校・高校）※小学生はこちらを参照

　・AACCA安全規約（大学）

　・2016-17年度 セーフティーガイドライン（Level：1～6）

　　※Level6はメンバー全員が17歳以上で構成されているチームのみ実施可

◆観覧チケットについて

　① 出場者・引率者以外の観覧には、入場チケットが必要です（全席自由席となり、指定席のご用意はありません）

　② 販売日・販売方法などの詳細については、USAジャパンのホームページにてお知らせいたします

　③ 前売チケットは、開催日約一ヵ月前より販売予定です

※３歳未満無料（ただしお席が必要な場合はお買い求めください

※ 客席エリアにおける撮影（動画・静止画）はできません

◆お問い合わせ

平日　10：00～18：00 03-5216-5545 （事務所）

当日　 8：00～ 090-5109-5545 (携帯）

イベント全般 usa-cheerfes@usa-j.jp

チアリーディングの規定に関するお問い合わせ usa-cheer@usa-j.jp

ユナイテッド スピリット アソシエーション ジャパン

東京都千代田区一ツ橋2-6-8　トミービル3　3F　　TEL：03-5216-5545　　FAX：03-5216-5546

◇メール

2,100円

　取　扱

　各プレイガイドにて販売（購入枚数に制限はありません）

　会場入口にて終日販売（販売枚数に制限はありません）

税込価格

前売チケット 1,800円

◇電　話

学校団体

クラブチーム

衣　　装

手具・道具

安　　全

演 技 時 間

【主　　催】

券　種

当日チケット

　演技フロア

mailto:usa-cheerfes@usa-j.jp

