
United Spirit Association,Japan　東京都千代田区一ツ橋2-6-8トミービル3　３階
TEL 03-5216-5545

       USA
      チアフェスティバル関東 2017

【開催日】　2017年9月23日（土）・24日（日）

【会場】　   越谷市立総合体育館

住所：埼玉県越谷市増林二丁目33番地

【募集部門】 スタンツの有無に関わらず、全ての部門でチアマット上での演技になります。

★バニーズ部門　

★チームパフォーマンス部門

NEW!! ★チアフェスパフォーマー（個人参加ＯＫ！）

【エントリー期間】７月１９日（水）１３時　～　８月１日（火）１３時　 ※USA-Japanのホームページからエントリーください

【参加費】 バニーズ部門 １回の演技につき一人￥1,600

チームパフォーマンス部門 １回の演技につき一人￥1,800

チアフェスパフォーマー １回の演技につき一人￥2,000、※両日参加の場合は￥3,000

【入場チケット】 ¥1,800

¥2,100 　　 ＊3歳未満は無料（ただしお席が必要な場合はお買い求めください）

＊全席自由席

＊前売券は当日約一ヵ月前より販売予定です。　(詳細は後日ご案内致します）

＊当日券は会場入口にて終日、枚数制限なく販売いたします。

＊上記は大会１日あたりの価格です。（複数日有効チケットはありません）

　－高校生以上

　－チアフェスパフォーマー記念Tシャツを贈呈いたします。

　－クロージングセレモニーにて、スペシャルアワードの発表とコメントシート、記念リボンの配布がございます。

USAオリジナルルーティーンを習い、オープニングセレモニーで

USAインストラクターと一緒にパフォーマンスします！（別途レッスン、参加条件があります）

前売券

当日券

　－チアマット占有のウォーミングアップ時間（時間指定）があります。

　－１チーム3名以上～上限なし、小学4年生以下のみ・性別不問

　－演技時間　1分30秒以内

　－１チーム3名以上～上限なし、年齢・性別不問

　－演技時間　2分30秒以内

　小さいこどもたちのための、気軽に参加しやすい・拘束時間が短い部門です！

　－チアマット占有のウォーミングアップ時間はありません。

　－表彰はございません、参加者全員に参加記念品を贈呈いたします。

　競技用の演技に限らず、スポーツ応援やイベント出演の演技、グループスタンツ演技等、

　チアスピリットあふれる演技を披露してください。どんなジャンルでも大歓迎です！

こんなパフォーマンス大募集！！

★学校スポーツでの応援演技

★文化祭・学園祭でのオリジナル演技

★スポーツイベント・地域イベントでの演技

★得意なグループスタンツ など・・・

こんなチアリーダー大募集！！

★新しく結成したフレッシュマンチーム

★ちびっこチーム

★お母さん・こどもの親子チーム

★競技部門で活躍中のチーム など・・・



　☆チアフェスパフォーマーについて☆

① 募集ジャンル・人数：チアリーディング・ソングリーディング・ダンス・ヒップホップスタッフ 各１０名（各日）

② 参加条件： ・高校生以上

・3年以上の競技/パフォーマンス経験（チアリーディング・ソングリーディング・ダンス・ヒップホップ）

・チアリーディング・ソングリーディング・ダンスは下記スキルをお持ちの方

■チアリーディング■

　<スタンツ> エクステンションスタンツ（ヒールストレッチ等）

クレイドルディスマウント技（トータッチ、ツイスト等）

　<ジャンプ> アドバンスジャンプ (パイク、左／右ハードラー（フロントまたはサイド）、トゥタッチ等)

　<タンブリング> 側転以上

※各スキルの詳細については2016-17年度 USASFセーフティールール 用語集をご参考ください

http://www.usa-j.jp/usa/uploads/sites/4/2017/04/16-17-USASF-Safety-Rules_ver2.pdf
■ソングリーディング・ダンス■

　<リープ>　ジュッテ

　<ターン>　ダブルピルエット

　<キック>　ハイキック

※各スキルの詳細については2016-17USASF Dance用語集をご参考ください　

http://www.usa-j.jp/usa/uploads/sites/4/2016/05/2016-2017-USASF-Dance-Glossary-of-Terms.pdf

③ レッスン日：（※各日計２回のレッスンが必須です）

■9/23本番日　練習日時：①9月10日（日） 13：30～14：50   場所： 江東スポーツ会館　剣道場

　 　②9月16日（土） 18：30～19：40   場所： 江東スポーツ会館　小体育室

■9/24本番日　練習日時：①9月10日（日） 15：00～16：20　 場所： 江東スポーツ会館　剣道場　　　　　　

　 　②9月16日（土） 19：50～21：00 　場所： 江東スポーツ会館　小体育室

　http://www.koto-hsc.or.jp/sports_center1/traffic/
④ 当日衣装：

【チアリーディング】　記念Tシャツ・お持ちのスコート（女性）/黒のハーフパンツ（男性）・シューズ（白）

【ソングリーディング】記念Tシャツ・お持ちのスコート・スニーカー（白）またはジャズシューズ（ベージュ） ※ポンポン貸与

【ダンス】                 記念Tシャツ・黒ロングパンツ・ジャズシューズ（黒）　

【ヒップホップ】  　    記念Tシャツ・黒パンツ・スニーカー（白または黒）

① お申込みはウェブエントリーです。USA-Japanホームページからエントリーしてください。

【エントリー期間】 <バニーズ部門>・<チームパフォーマンス部門>　7月19日（水）13時　～　8月1日（火）13時

<チアフェスパフォーマー>　7月19日（水）13時　～　8月14日（月）13時

② 開催日によってチアリーディング・ダンス部門の限定はございません。ご希望の日程を選択してください。

③ ＜複数参加について＞

複数部門参加できます。

ただし、同部門に複数参加される場合、演技順によっては演技とウォーミングアップ時間が重なったり、

演技順が近いため着替えの時間がとれないこともあります。（演技順など最大限配慮しますが、ご了承ください）

④ 申込には以下の情報が必要になります。　

◇団体名・チーム名

◇チーム代表者および資料送付先の住所、電話番号、メールアドレス

◇参加者の名前、性別、年齢

◇ビデオ撮影席購入希望　＊下記参照

⑤ １つの団体から同じ部門に２チーム以上参加する場合は異なるチーム名でエントリーしてください。 

⑥ 申込後確認メールが届きますので必ず内容を確認してください。

⑦ 参加費の合計金額は確認メールに記載いたしますので、確認メールが届き次第１週間以内にお振込ください。

お振込先等の詳細も確認メール中に記載されています。

⑧ ご入金後の返金はできかねますので、ご了承ください。

⑨ タイムスケジュールなどの連絡は随時、出場チーム専用ページにて掲載致します。

⑩ エントリー期間中であっても、エントリー数が枠に達した場合は、受付を終了します。

　 ２０名までのチームには２名、メンバーが全員小学生以下で２０名以上には３名の引率パスが発行されます。

引率者は参加費と入場券は不要です。

　☆使用曲と音響担当☆

① すべての部門で使用する曲の音源はイベント当日以下の通り準備してください。

種類 仕様

本番用 CD

※江東スポーツ会館アクセス：

  都営新宿線「西大島駅」徒歩12分、「住吉駅」徒歩12分、東京メトロ半蔵門線「住吉駅」徒歩12分

　☆申込の注意☆

　　 ※事前に提出していただく必要はありません

収録方法 提出方法

使用する曲のみ収録

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

＊音源CD本体には、エントリー番号、出場部門、団体名、

チーム名を記載してください

当日のチーム受付時に提出

　☆引率☆

http://www.usa-j.jp/usa/uploads/sites/4/2017/04/16-17-USASF-Safety-Rules_ver2.pdf
http://www.usa-j.jp/usa/uploads/sites/4/2016/05/2016-2017-USASF-Dance-Glossary-of-Terms.pdf
http://www.koto-hsc.or.jp/sports_center1/traffic/


予　備

CDまたは

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

【USBメモリー】ファイル形式：

WAV/MP3/MP2/WMA/AAC

音響担当者が音響席に持参



② イベント当日、音響担当者は予備音源をお持ちの上、音響席にて音出しをしていただきますので、

本番演技の５チーム前までに音響席にお越しください。

引率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。

③ 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。

＜申請内容＞ １） 使用曲名（CDタイトル・曲名）　２） 作（訳）詞名　３） 作（編）曲者

　☆ビデオ撮影について☆

　　参加チームでビデオ撮影を希望する場合はビデオ撮影指定席（入場券込）をご購入ください。

① 1チーム1席まで購入できます。

② 代金は1席2,500円、参加申込時のみ購入できます。ビデオ撮影席の一般販売、当日販売はありません。

③ 撮影場所は指定席になります。ビデオカメラで動画のみ撮影できます。

 　　　タブレット端末・スマートフォン等での撮影も可
④ １席につき撮影者１名、カメラ1台分まで撮影ができます。

⑤ 入場券も含まれています。撮影者の分の入場券は必要ありません。

⑥ お申込後「ビデオ撮影引換証」をメールにてお送り致しますので、印刷の上、当日受付にお持ちください。

⑦ 引換証がないと撮影は許可されませんので、紛失等取り扱いにはご注意ください。

⑧ お子様連れはご遠慮ください。

演技フロアは奥行４２フィート（１２．８ｍ）×幅５４フィート（１６．５ｍ）のチアマット上になります。

縦センターの前と後ろに目印があります。チアマットの縦横の中央ラインはありません。

すべての部門においてチアマット上での演技になります。

　☆全部門共通ルール☆

下記の全部門共通ルールを十分確認ください。

　☆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-Japanにて指定された安全規約に従ってください。

　学校団体：　 2017-18年度 AACCA 小中高チーム チア安全規約 

2017-18年度 AACCA 大学チーム チア安全規約

　※参考URL: http://www.usa-j.jp/usa/uploads/sites/4/2017/04/2017summer_showcheer_rulebook.pdf

　クラブチーム： 2017-18年度 AACCA 小中高チーム チア安全規約 

2017-18年度 AACCA 大学チーム チア安全規約

2016-17年度 セーフティーガイドライン（Level1～6）

　※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

　※参考URL: http://www.usa-j.jp/usa/uploads/sites/4/2016/10/16-17-USASF-Safety-Rules_ver2.pdf

　
◎ バスでご来場・駐車を希望される場合は＜10桁のチーム受付番号、団体・チーム名、車種（大型・中型・小型）、台数＞   

をお電話にて大会事務局まで事前にご連絡ください。 

大会約2週間前にチーム代表者宛にメールにて駐車証をお送り致します。

　※先着順の受付となり、駐車可能台数に達した場合は、お断りする場合もございますので、ご了承ください。 

◎ このイベントでは得点評価と順位はありません。

◎ すべてのチームに演技についてコメントを書いたシートを差し上げます。（チームパフォーマンス部門）

◎ 出場チームの家族や友人の方が応援する応援エリアがあります。譲り合ってご利用ください

◎ ご不明な点はお気軽にお問合せください。　

◆お問合せ先◆

◇電話

   平日　10：00～18：00 03-5216-5545 （事務所）

   当日のみ　8：00～ 090-5109-5545 (携帯）

◇FAX番号 03-5216-5546

◇メール usa-cheerfes@usa-j.jp

以上

　☆演技フロアについて☆

　　 ※事前に提出していただく必要はありません

４） アーティスト名　５）使用時間

　　以下の事項にご注意ください。

　　 ※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。）

　 　※使用可能な撮影機材は、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、

衣装
・衣装、シューズは安全性を考慮したものを使用すること

・シューズはスニーカータイプの底がゴムのものを使用すること（ジャズシューズ、ヒールは不可）

手具・道具
・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

・安全性を考慮していない危険な行為、床やマット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）

　☆その他☆

http://www.usa-j.jp/usa/uploads/sites/4/2017/04/2017summer_showcheer_rulebook.pdf
http://www.usa-j.jp/usa/uploads/sites/4/2016/10/16-17-USASF-Safety-Rules_ver2.pdf
mailto:usa-cheerfes@usa-j.jp

