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2021 ジャパンオープンチアリーディング選手権大会 
2021 日本学生チアリーディング選手権大会 

エントリーについて 
 

 
※ 赤文字は、7 月 31 日連盟ウェブサイト掲載分からの改定・追記内容 
 
I. 参加費 

3,500 円／1 選手 1 部門（【会場】・【バーチャル】ともに／全部門・全編成共通） 
※ 選手登録人数の上限は設けない（選手と補欠の区分け無し）。但し、大会演技は規定人数の範囲で実施す

ること。 
今年度より参加費の支払いは Japan Cheer Family システムを利用して行うため、別途システム利用料が 1 選
手 1 部門あたり 290 円かかる。システム利用料は、参加費と合わせて選手登録時に支払うものとする。 

 
II. エントリー手順および方法 

手順 
第一段階： チームエントリーにて出場枠を確保し、合わせて出場部門（編成）および選手登録予定人数を申

請する。 
第二段階： 選手登録にて大会登録選手の申請および参加費の支払をする。 

方法 
会員登録サイト「Japan Cheer Family」を使用してチームエントリー及び選手登録を行う。 
※ チームエントリー・選手登録方法は、大会説明会にて発表（説明会後、連盟ウェブサイトに掲載）。 

 
III. チームエントリー・選手登録期間 

【会場】・【バーチャル】共通 
チームエントリー： 9/6（月）11:00 ~ 9/22（水）17:00（予定） 
選手登録： 9/28（火）~ 10/12（火） 

エキシビション【会場】・【バーチャル】共通 
チームエントリー： 9/27（月）11:00 ~ 10/4（月）17:00（予定） 
選手登録： 10/6（水）~ 10/17（日） 
※ エキシビションは、競技チームのエントリー数に基づきチーム上限数を決定する。 
※ エキシビションに関する詳細は、「Ⅺ. エキシビションについて」参照。 

 
IV. チームエントリー詳細および注意事項 

 新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み、【会場】および【バーチャル】の 2 形式で実施する。本大会は、
政府及び行政等からの要請に伴い、会場での開催を中止することがある。その場合、全ての部門を自動的
にバーチャル形式に移行する。 
※ 【会場】に出場するチームについても、会場開催が中止となり全チームがバーチャル形式に移行する

場合に備えて映像の準備をしておくこと。詳細は「Ⅷ. 映像提出、撮影方法等について」を参照。 
 チームエントリー後のキャンセルは原則として受け付けない。やむを得ない理由でキャンセルする場合は、

9/15（水）~ 9/22（水）の間に事務局（TEL：03-5315-4101（月〜⾦ 10:00~17:00））に連絡すること。 
 【会場】を選択してチームエントリーした後、大会当日まで新型コロナウイルス感染症による理由で【バ

ーチャル】に変更することが可能。変更方法については、後日「大会諸注意」にて案内する。 
 チームエントリー締切り（9/22（水）17:00）以降の部門・編成変更は不可。ただし、例外として、新型コ

ロナウイルス感染症の理由による＜チアリーディング＞部門から＜チアリーディング・ノンビルディング
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＞部門への変更のみ、その期限を 10/25（月）までとする。 
なお、新型コロナウイルス感染症の理由で出場選手が人数規定を満たさない場合は、エキシビションとな
る（採点なし・審判によるコメントあり）。 

 チームエントリー数の上限あり。 
 
Ⅴ. 選手登録詳細 

 選手登録人数の上限は設けない（選手と補欠の区分け無し）。但し、大会演技は規定人数の範囲で実施する
こと。 

 チームエントリーにて申請した選手登録予定人数からの人数増減は可能。 
 
Ⅵ.  大会参加にあたっての同意事項 

 チームエントリーまでに「2021 ジャパンオープンチアリーディング選手権大会・2021 日本学生チアリー
ディング選手権大会【同意書】」を参加者全員が確認し、同意の署名をすること。原則として、選手登録ま
でに全員の署名済み同意書を提出すること。提出方法詳細は同意書を参照。 

 
Ⅶ.  放映について 

 2022 年 1 月（予定）にダンスチャンネルにて【会場】・【バーチャル】ともに放映。 
※ リアルタイム配信は行わない。 

 
Ⅷ.  映像提出、撮影方法等について 

【会場】に出場するチームは原則として映像の提出は不要。ただし、万が一会場での開催が中止となった場合
は、全ての部門を自動的にバーチャル形式（映像審査）に移行するため、映像の準備をしておくこと。 

映像撮影方法 
1. 画面解像度はフル HD（1080×1920）または HD（1080×1440）で撮影すること（４K は不可）。 
2. ＜チアリーディング・パフォーマンスチア共通＞ 水平配向（横⻑）で、全選手・全演技を 1 つの画面

に収めること。カメラの設置位置としては、演技フロアから 10m の距離で約 2.5~3m の高さを推奨。 
＜チアリーディング＞ 演技フロアの四隅が見える位置にカメラを設定すること（演技フロア全面に 
 マットが用意できない場合も含む）。 
＜パフォーマンスチア＞ 演技フロアの四隅が見える位置にカメラを設定すること。 

3. 演技映像は三脚などを利用し、水平に画面を固定し定点撮影すること。 
4. ズームイン、ズームアウト、パン（カメラの首を左右へ水平に動かす操作）は禁止。 
5. 可能な限り背景をクリアにし、もし画面内に鏡がある場合には覆い隠すこと。 
6. 入退場など演技以外の部分は出来る限りカットし、選手以外の人物が極力映りこまないように撮影する

こと。 
7. 演技の開始と終了にあたっては、それぞれ余裕をもって撮影すること。 
8. 映像の冒頭に、エントリーNo.、部門名、編成名（PC のみ）、団体名、チーム名を記載した紙を撮影す

ること（例を参照）。 
例 

 
 
 
 
 

9. 演技映像の編集は禁止。ただし、映像の冒頭のエントリーNo.、部門名、編成名（PC のみ）、団体名、
チーム名記載の画像を付け足す編集は許容される（演技中のテロップは必要なし）。 
※ スマホ用アプリなどで編集した場合には画質が落ちる可能性があるため、上記のように用紙の撮

影を推奨。 

No.1 
Median 部門(バーチャル) 

〇〇〇〇〇 Team A 

No.10 
Pom 部門(バーチャル) 
Open 編成 
〇〇〇〇〇 Team A 
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10. 演技映像に後から音楽を重ねる編集は可能。 
11. 選手の掛け声や指導者、観戦者の発声は全て禁止。 

映像提出時の注意 
1. 提出前に、最後まで再生できるかを必ず確認すること。 
2. LINE や Air Drop での共有を繰り返した映像は、画質が著しく劣化するため注意すること。 
3. 編集ソフトのマークが映り込まないようにすること。 
4. 拡張子は mp4 または mov で保存すること（編集作業が不可能な場合に限り MTS、M2TS、M4V 等も

可）。 

映像提出方法 
 ギガファイル便にて提出（DVD 等での提出不可） 
 手順および注意点は以下の通り。 

1. 映像のファイル名を「チーム番号・チーム名」にする。 
2. インターネットブラウザでギガファイル便にアクセスする。 

ギガファイル便：https://gigafile.nu/  
3. 「ファイルの保持期限変更」で「60 日」を選択する。 
4. ファイル名を「チーム番号・チーム名」にしたファイルをドラッグ＆ドロップ、またはファイルを選択

し、アップロードする。 
【赤枠内に関する注意】 
 「ファイル名」には何も入力しない（映像自体のファイル名を変更すること）。 
 「ダウンロードパスワード」は設定しない。 
 「まとめる」ボタンは使用せず、1 演技ごとにアップロードすること（同団体の演技をまとめてア

ップロードすることはできない）。 

 
5. ギガファイル便にアップロードした URL をメールにて提出する。 

メール送信先：competition@jfscheer.org  
 

映像提出期間 
2021 年 11 月 29 日（月）~12 月 5 日（日） 

 
Ⅸ.  今後の案内予定 

【会場】・【バーチャル】共通 
チームエントリーから大会終了までの流れについて 
 「エントリーからの流れ」を参照。 
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【会場】 
開会式・表彰式（結果発表・スコアシート返却）・閉会式について 
 新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、選手登録期間終了後 10 月中旬を目処に決定（予定）。 
 

観戦について 
 ①選手、②団体関係者、③一般を優先順位とし、大会の 1 ヶ月前を目処に有観客・無観客・関係者のみの

観戦を決定（予定）。 
※ 但し、決定後も新型コロナウイルス感染症の状況により変更する可能性がある。 
 本年度は、大会運営形式を考慮し自チームを撮影するビデオエリアを設置予定。 

引率者・トレーナー・スポッターの登録について 
 登録の手順を 10 月 15 日に連盟ウェブサイトの専用ページにて公開。登録期間は 10 月 20 日~10 月 31 日

とする。 
 

【バーチャル】 
結果発表・スコアシート郵送について 
 結果発表を 12 月 21 日~12 月 22 日、スコアシートの郵送を 12 月中に行う。 

 
Ⅹ.  オンライン大会説明会 

日程： 9/3（⾦）①11:00~13:00 ②19:00~21:00 （予定） 
申込期間： 8/18（水）11:00 ~ 8/30（月）17:00  
定員： 各 85 名 
申込方法： Japan Cheer Family（https://cheer.sportscom.jp/#/ ）のオンライン大会説明会より申込 

 
Ⅺ.  エキシビションについて 

 競技チームのエントリー数に基づきチーム上限数を決定した上で募集を開始する。 
 参加にあたっては、以下の条件を満たしていること。（採点なし・審判によるコメントあり） 

1. 参加人数： 5 名以上 
2. 年  齢： ＜チアリーディング＞  4 歳以上 ／ ＜パフォーマンスチア＞ 7 歳以上 
3. 実施内容： ＜チアリーディング＞  大会要項記載の全部門 

 ＜パフォーマンスチア＞ Pom Doubles、Hip Hop Doubles を除く全部門 
※ 実施内容は各部門競技規則に準ずる。競技規則を確認の上、安全面に配慮すること。 

4. 特記事項： ＜チアリーディング＞ 
チアクライテリアについても競技規則に則り、チアリーディングと他のスポーツとの差
異を明確にする意味でも実施を推奨する。詳細は【競技規則：チアリーディング】第一章
の「4. 演技時間／入退場」「6. 演技内容」「7. 音楽」にて必ず確認すること。 

 
 


