2021 I CU Wor ld Cheer leading Championships
2021 I CU Junior Wor ld Cheer leading Championships
Gener al I nfor mat ion （抜粋）

IV. Time of Routine- JWC & WC Divisions
A). Team Cheer - Coed, All Girl, Adaptive Abilities Unified
Median & Advanced, Special Abilities
Intermediate (Unified & Traditional) & Special Olympics
Intermediate (Unified & Traditional):

IV. ルーティーンの長さ－JWCとWC部門
A).チームチア コエド、オールガール、アダプティブアビリティ ユニファ
イド メディアンおよびアドバンス、スペシャルアビリティ インターミディエ
イト（ユニファイドとトラディショナル）、スペシャルオリンピックス インター
ミディエイト（ユニファイドとトラディショナル）

1.

1.

チアパート：ルーティーンの冒頭または中盤で実施可能。最少で30
秒が求められる。チアパートと音楽パートの間隔は最大で20秒。

2.

音楽パート：2分15秒

2.

Cheer Por t ion: Can be placed in t he beginning or middle of
r out ine. Cheer por t ion minimum t ime r equir ement is
t hir t y(30) seconds. M aximum t ime bet ween Cheer and
M usic por t ion: Twent y (20) seconds.
M usic por t ion: Two minut es, fift een seconds (2:15)

B). Team Performance Cheer - Hip Hop, Freestyle Pom, Jazz,
Adaptive Abilities Unified Hip Hop & Freestyle Pom, Special
Abilities and Special Olympics (Unified & Traditional) Hip Hop
& Freestyle Pom:

B).パフォーマンスチア ヒップホップ、フリースタイルポン、ジャズ、アダ
プティブアビリティ ユニファイド ヒップホップとフリースタイルポン、スペ
シャルアビリティとスペシャルオリンピックス（ユニファイドとトラディショナ
ル） ヒップホップとフリースタイルポン

1.

1.

M usic por t ion: Two minut es, fift een seconds (2:15)

音楽パート：2分15秒

C). Team Performance Cheer - Doubles Team Cheer Hip Hop,
Doubles Team Cheer Freestyle Pom:
1. M usic por t ion: One minut e, t hir t y seconds (1:30)

C).チームパフォーマンスチア ダブルス チームチア ヒップホップ、ダブ
ルス チームチア フリースタイルポン
1. 音楽パート：1分30秒

V. Cheer Portion of Routine - JWC & WC Divisions
(Team Cheer Coed, All Gir l Divisions, Adapt ive Abilit ies
Unified M edian & Advanced, Special Abilit ies and Special
Olympics I nt er mediat e Divisions Only)

V. ルーティーンのチアパート－JWCとWC部門
(チームチア コエド、オールガール部門、アダプティブアビリティ ユニ
ファイド メディアンとアドバンス、スペシャルアビリティとスペシャルオリン
ピックス インターミディエイト部門のみ)

Based on impor t ance of separ at ion of cheer leading fr om ot her
spor t s; making it a unique spor t globally, a cheer will be
included in t he beginning or middle of r out ine. Use of nat ive
language (including sign language, especially for Adapt ive
Abilit ies Divisions) in t he cheer , and also using a mor e nat ional
pr ide st yle cheer is encour aged. The Cheer por t ion of t he
r out ine is wor t h 10 point s (of 100 point s) and is based on t he
abilit y t o lead t he cr owd for t he t eam’s nat ion, use of signs,
poms, flags, megaphones and pr act ical use of st unt /pyr amids t o
lead t he cr owd. Video examples can be pr ovided; again, nat ive
language (including sign language) is encour aged.

他のスポーツとチアリーディングを区別することの重要性において、世界
的にみて唯一のスポーツにするため、チアパートが冒頭または中盤に含
まれる。チアパートにおいては母国語を使用し、またより国らしさを用い
ることが推奨される（手話を含む（特にアダプティブアビリティ部門におい
て））。ルーティーンのチアパートは100点中の10点 に値し、観衆をリー
ドする能力、サイン・ポン・旗・メガフォンの使用やスタンツ／ピラミッドの
部分的な利用に基づく。
サンプルビデオを求めることも可能。母国語（手話を含む）が推奨され
る。

VI. Team Size/Number of athletes per team- JWC & WC
Divisions
Object ive is t o best r epr esent global cheer leading in it s pr esent
st at us allow best size t o for m t he best r out ines, wit hout cr eat ing
a financial bar r ier for emer ging nat ions.

VI. チームサイズ／1 チームあたりの選手数－JWCとWC部門
新興国に対して財政的なバリアをつくることなく、現状の世界的なチア
リーディングにとって最善のルーティーンのための最善のサイズであるこ
とを目的としている。

1.

Team Cheer – Coed, All Gir l Divisions, Adapt ive Abilit ies
Unified M edian & Advanced, Special Olympics, and Special
Abilit ies I nt er mediat e Divisions:
M inimum 16 at hlet es, maximum 24 at hlet es

1.

チームチア－コエド、オールガール、アダプティブアビリティ ユニ
ファイド メディアンとアドバンス、スペシャルオリンピックスとスペシャ
ルアビリティ インターミディエイト部門:
16名～24名

2.

Team Per for mance Cheer – All Team Cheer H ip H op &
Fr eest yle Pom Team Divisions: M inimum 16 at hlet es,
maximum 24 at hlet es

2.

チームパフォーマンスチア－全てのチームチアヒップホップ、フリー
スタイルポン部門:
16名～24名

3.

Team Per for mance Cheer - Team Cheer Jazz Division:
M inimum 18 at hlet es, maximum 24 at hlet es

3.

チームパフォーマンスチア－チームチアジャズ部門:
18名～24名

4.

Team Per for mance Cheer Doubles – Team Cheer H ip H op,
Doubles Team Cheer Fr eest yle Pom Divisions: Two (2)
at hlet es

4.

チームパフォーマンスチア ダブルス－ダブルスチームチアヒップ
ホップ、ダブルス フリースタイルポン部門:
2名

1

