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2023 ICU 世界ジュニアチアリーディング選手権大会 
2023 ICU 世界チアリーディング選手権大会 日本代表選考会 要項 

 
2023 年 ICU 世界選手権大会の日本代表は「2023 ICU 世界ジュニアチアリーディング選手権大会・2023 
ICU 世界チアリーディング選手権大会 日本代表選考会」にて選考する。（但し、新型コロナウイルス感
染症等の状況により派遣を見合わせる場合がある） 
注）ICU 世界ジュニアチアリーディング選手権を JWCC、ICU 世界チアリーディング選手権を WCC と表記する 

 
選考概要 

【チアリーディング】 
1. 主催 一般社団法人日本スポーツチア&ダンス連盟 
2. 日程 ① チームエントリー期間：2022 年 12 月 9 日(金)~19 日(月) 

② 選手登録期間： 2022 年 12 月 23 日(金)~2023 年 1 月 10 日(火) 
③ 映像提出締切：2023 年 1 月 16 日(月) 午前 10:00 まで 
④ 結果通知日：2023 年 1 月 20 日(金) 

3. 方式 VTR 選考 
4. 選考部門と年齢  

ICU 部門 年齢 人数 
JAPAN OPEN 

対象部門 

Youth All Girl Median いずれか
1 チーム 

12~14 

16~24 

Median 
（Junior 編成のみ） 

Youth All Girl Advanced Advanced 

Youth Coed Median いずれか
1 チーム 

Median 
（Junior 編成のみ） 

Youth Coed Advanced Advanced 
Junior All Girl Advanced いずれか

1 チーム 
15~18 

Advanced 
Junior All Girl Elite Elite 
Junior Coed Advanced いずれか

1 チーム 
Advanced 

Junior Coed Elite Elite 
※ WCC の All Girl、Coed 部門については、連盟の「FLY HIGH PROJECT」

（以下「FHP」という。）による個人選出のナショナルチームが大会出場す
るため、チーム選考は実施しない。（変更が生じる場合には別途発表する。） 

5. 選考会参加条件 以下の(1)~(6)すべてを満たしていること。 
(1)-1 日本国籍または永住権の保有者 
(1)-2 もしくは JWCC・WCC 大会当日の時点で連続して 6 ヶ月以上の居住が証

明できる者。選考会エントリー時に連盟への報告必須。 
(2) 2023 ICU World Cheerleading Championships General Information に則っ

た年齢区分に該当すること。 
 Youth：大会実施の年に 12~14 歳（2008、2009、2010、2011 年生まれ） 
 Junior：大会実施の年に 15~18 歳（2004、2005、2006、2007、2008 年生まれ） 

(3) 日本代表要件（別紙①）を遵守すること。 
(4) 選考会参加にあたって以下の項目を承諾すること。 

＊ 選考会を実施し日本代表を選出したのちに、新型コロナウイルス感染症
等の理由により連盟が大会派遣不可を判断した場合でも選考会参加費は
返金を求めない。 
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＊ 日本代表に選出され、大会に参加する者（選手・コーチ・関係者含む）の
渡航に関する条件・行動制限措置は、外務省 HP・在米国日本国大使館
HP 掲載内容とし、参加者は、旅行申込時・渡航時等の時点で、最新の条
件・行動制限措置を受諾する者で構成する。 

＊ 派遣の可否判断は、大会エントリーフィーおよび旅費のキャンセル料が
発生するスケジュールを考慮して行うが、不測の事態の場合はその限り
ではない。また、その際に発生する費用支払いについては大会主催者お
よび旅行代理店の取り決めに従う。 

(5) 日本スポーツチア＆ダンス連盟 A 会員（個人・団体）であること。 
(6) 2022 JAPAN OPEN の対象部門・編成において、70 点以上の成績を修めた 

チームであること。 
（JAPAN OPEN 後のメンバー変更可能（上限人数等無し）） 

※ 2022 年 ICU 世界大会日本代表チームは、コロナ禍における派遣見送り
の特別措置として、2023 年選考会出場の権利が付与されているためこの
限りではない。 

6. 選考会への 
エントリー・ 
選手登録 

 クロスオーバー（選手の重複エントリー）は可能とする。 
 FHP のナショナルチームメンバーが、Junior 部門の選考にエントリーするチ

ームに登録することは可能とする。 
 選手登録人数の上限は無し（エントリー時点で、選手と補欠の区分けはなし）。

但し、演技は規定の人数内で実施すること。 
 登録選手数として規定最低人数＋1 名以上を登録すること。 

7. 選考方法（詳細）  2 種類の映像（自由演技 75%、基礎技術 25%、合計 100 点）で採点。最高得
点を取得し、かつ 70 点（減点後の最終得点）を超えたチームを年齢編成（All 
Girl・Coed）ごとに選出し、選考委員会が決定する。 

 評価方法等については、チームエントリー後に送信される「映像撮影および
評価方法（自由演技・基礎技術）に関して」にて確認すること。 

 自由演技の使用ルールは、2022 JAPAN OPEN 競技規則とする。 
8. 参加費  10,000 円／1 チーム 1 部門 

※ 別途システム利用料が 1 チーム 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チームエントリー時に支払うものとする。 

※ 原則として、支払い済みの参加費の返金不可。 
9. 申込方法  「5．選考会参加条件」を満たすチームに対し、12/8（木）までに JAPAN OPEN

エントリー時に指定された「大会連絡用メールアドレス」宛にメールにて申
込方法を連絡。 

10. 映像撮影・提出  巻末の映像撮影方法、映像提出時の注意、映像提出方法を参照。 
11. 特記事項 ※ 日本代表として派遣される大会では、過去の同大会において演技した作品（音

楽・構成）で出場することはできない。（日本代表として JWCC・WCC に出
場したことのあるチームは、過去の JWCC・WCC にて演技した作品で、選考
会および 2023 JWCC・WCC に参加することはできない。） 

※ JWCC・WCC の渡航費用の目安は以下の通り。 
一人当たり約 45 万円~＋燃油サーチャージ約 13 万円程度(2022 年 10 月現在) 
※ JWCC・WCC 参加 8 日間・All Star Resort 4 名 1 部屋利用の場合 
※ 大会パッケージ代金は 2022 年実績にて算出。価格改定がある場合、また

為替レートや燃油価格等の変化により増額の可能性がある。 



3 
 

 
【パフォーマンスチア［チーム］】 

1. 主催 一般社団法人日本スポーツチア&ダンス連盟 
2. 日程 ① チームエントリー期間：2022 年 12 月 9 日(金)~19 日(月) 

② 選手登録期間： 2022 年 12 月 23 日(金)~2023 年 1 月 10 日(火) 
③ 映像提出締切：2023 年 1 月 16 日(月) 午前 10:00 まで 
④ 結果通知日：2023 年 1 月 20 日(金) 

3. 方式 VTR 選考 
4. 選考部門と年齢  

ICU 部門 年齢 人数 
JAPAN OPEN 

対象部門 

JWCC - Youth Hip Hop 
12~14 

16~24 

Hip Hop 部門 
Junior 編成・中学校編成 

JWCC - Youth Pom Pom 部門 
Junior 編成・中学校編成 

JWCC - Junior Hip Hop 
15~18 

Hip Hop 部門 
Senior 編成・高校編成 

JWCC - Junior Pom Pom 部門 
Senior 編成・高校編成 

WCC - Hip Hop 

16~ 

Hip Hop 部門 
Open 編成・大学編成 

WCC – Pom Pom 部門 
Open 編成・大学編成 

WCC - Jazz 18~24 Jazz 部門 
Open 編成・大学編成 

 

5. 選考会参加条件 以下の(1)~(6)すべてを満たしていること。 
(1)-1 日本国籍または永住権の保有者 
(1)-2 もしくは JWCC・WCC 大会当日の時点で連続して 6 ヶ月以上の居住が証

明できる者。選考会エントリー時に連盟への報告必須。 
(2) 2023 ICU World Cheerleading Championships General Information に則っ

た年齢区分に該当すること。 
 JWCC 
 Youth：大会実施の年に 12~14 歳（2008、2009、2010、2011 年生まれ） 
 Junior：大会実施の年に 15~18 歳（2004、2005、2006、2007、2008 年生まれ） 
WCC 
 Senior：大会実施の年に 16 歳以上 

(3) 日本代表要件（別紙①）を遵守すること。 
(4) 選考会参加にあたって以下の項目を承諾すること。 

＊ 選考会を実施し日本代表を選出したのちに、新型コロナウイルス感染症
等の理由により連盟が大会派遣不可を判断した場合でも選考会参加費は
返金を求めない。 

＊ 日本代表に選出され、大会に参加する者（選手・コーチ・関係者含む）の
渡航に関する条件・行動制限措置は、外務省 HP・在米国日本国大使館
HP 掲載内容とし、参加者は、旅行申込時・渡航時等の時点で、最新の条
件・行動制限措置を受諾する者で構成する。 

＊ 派遣の可否判断は、大会エントリーフィーおよび旅費のキャンセル料が
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発生するスケジュールを考慮して行うが、不測の事態の場合はその限り
ではない。また、その際に発生する費用支払いについては大会主催者お
よび旅行代理店の取り決めに従う。 

(5) 日本スポーツチア＆ダンス連盟 A 会員（個人・団体）であること。 
(6) 2022 JAPAN OPEN の対象部門・編成において、75 点以上の成績を修めた 

チームであること。 
（JAPAN OPEN 後のメンバー変更可能（上限人数等無し）） 
※ 2022 年 ICU 世界大会日本代表チームは、コロナ禍における派遣見送

りの特別措置として、2023 年選考会出場の権利が付与されているため
この限りではない。 

6. 選考会への 
エントリー・ 
選手登録 

 クロスオーバー（選手の重複エントリー）は可能とする。 
 選手登録人数の上限は無し（エントリー時点で、選手と補欠の区分けはなし）。

ただし、演技は規定の人数内で実施すること。 
 登録選手数として規定最低人数＋1 名以上を登録すること。 

7. 選考方法  2022 JAPAN OPEN 競技規則に則った各部門演技審査に基づき、選考委
員会が決定する。 

8. 参加費  10,000 円／1 チーム 1 部門 
※ 別途システム利用料が 1 チーム 1 部門あたり 290 円かかる。 

システム利用料は、参加費と合わせてチームエントリー時に支払うものと
する。 

※ 原則として、支払い済みの参加費の返金不可。 
9. 申込方法  「5．選考会参加条件」を満たすチームに対し、12/8（木）までに JAPAN OPEN

エントリー時に指定された「大会連絡用メールアドレス」宛にメールにて申
込方法を連絡。 

10. 映像撮影・提出  巻末の映像撮影方法、映像提出時の注意、映像提出方法を参照。 
11. 特記事項 ※ 日本代表として派遣される大会では、過去の同大会において演技した作品（音

楽・構成）で出場することはできない。（日本代表として JWCC・WCC に出
場したことのあるチームは、過去の JWCC・WCC にて演技した作品で、選考
会および 2023 JWCC・WCC に参加することはできない。） 

※ JWCC・WCC の渡航費用の目安は以下の通り。 
一人当たり約 45 万円~＋燃油サーチャージ約 13 万円程度(2022 年 10 月現在) 
※ JWCC・WCC 参加 8 日間・All Star Resort 4 名 1 部屋利用の場合 
※ 大会パッケージ代金は 2022 年実績にて算出。価格改定がある場合、また

為替レートや燃油価格等の変化により増額の可能性がある。 
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【パフォーマンスチア［ダブルス］】 
1. 主催 一般社団法人日本スポーツチア&ダンス連盟 
2. 日程 ① チームエントリー期間：2022 年 12 月 9 日(金)~19 日(月) 

② 選手登録期間： 2022 年 12 月 23 日(金)~2023 年 1 月 10 日(火) 
③ 映像提出締切：2023 年 1 月 16 日(月) 午前 10:00 まで 
④ 結果通知日：2023 年 1 月 20 日(金) 

3. 方式 VTR 選考 
4. 選考部門と年齢  

ICU 部門 年齢 人数 
JAPAN OPEN 

対象部門 

WCC - Doubles Hip Hop 
16~ 2 

Doubles Hip Hop 部門 
Open 編成・高校編成・大学編成 

WCC – Doubles Pom Doubles Pom 部門 
Open 編成・高校編成・大学編成 

 

5. 選考会参加条件 以下の(1)~(6)すべてを満たしていること。 
(1)-1 日本国籍または永住権の保有者 
(1)-2 もしくは JWCC・WCC 大会当日の時点で連続して 6 ヶ月以上の居住が証

明できる者。選考会エントリー時に連盟への報告必須。 
(2) 2023 ICU World Cheerleading Championships General Information に則った

年齢区分に該当すること。 
 Senior：大会実施の年に 16 歳以上 

(3) 日本代表要件（別紙①）を遵守すること。 
(4) 選考会参加にあたって以下の項目を承諾すること。 

＊ 選考会を実施し日本代表を選出したのちに、新型コロナウイルス感染症
等の理由により連盟が大会派遣不可を判断した場合でも選考会参加費は
返金を求めない。 

＊ 日本代表に選出され、大会に参加する者（選手・コーチ・関係者含む）の
渡航に関する条件・行動制限措置は、外務省 HP・在米国日本国大使館 HP
掲載内容とし、参加者は、旅行申込時・渡航時等の時点で、最新の条件・
行動制限措置を受諾する者で構成する。 

＊ 派遣の可否判断は、大会エントリーフィーおよび旅費のキャンセル料が
発生するスケジュールを考慮して行うが、不測の事態の場合はその限り
ではない。また、その際に発生する費用支払いについては大会主催者およ
び旅行代理店の取り決めに従う。 

(5) 日本スポーツチア＆ダンス連盟 A 会員（個人・団体）であること。 
(6) 2022 JAPAN OPEN の対象部門・編成において、75 点以上の成績を修めた 

チームであること。 
（JAPAN OPEN 後のメンバー変更は不可とする。） 
※ 2022 年 ICU 世界大会日本代表チームは、コロナ禍における派遣見送

りの特別措置として、2023 年選考会出場の権利が付与されているため
この限りではない。 

6. 選考会への 
エントリー・ 

 クロスオーバー（選手の重複エントリー）は可能とする。 
 選手登録人数は 3 名以内とする。（＋1 名は必須ではない） 
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選手登録  登録する 3 名は JAPAN OPEN に選手登録した選手であること。 
7. 選考方法  2022 JAPAN OPEN 競技規則に則った各部門演技審査に基づき、選考委員会

が決定する。 
8. 参加費  5,000 円／1 チーム 1 部門 

※ 別途システム利用料が 1 チーム 1 部門あたり 290 円かかる。 
システム利用料は、参加費と合わせてチームエントリー時に支払うものと
する。 

※ 原則として、支払い済みの参加費の返金不可。 
9. 申込方法  「5．選考会参加条件」を満たすチームに対し、12/8（木）までに JAPAN OPEN

エントリー時に指定された「大会連絡用メールアドレス」宛にメールにて申
込方法を連絡。 

10. 映像撮影・提出  巻末の映像撮影方法、映像提出時の注意、映像提出方法を参照 
11. 特記事項 ※ 日本代表として派遣される大会では、過去の同大会において演技した作品（音

楽・構成）で出場することはできない。（日本代表として JWCC・WCC に出
場したことのあるチームは、過去の JWCC・WCC にて演技した作品で、選考
会および 2023 JWCC・WCC に参加することはできない。） 

※ JWCC・WCC の渡航費用の目安は以下の通り。 
一人当たり約 45 万円~＋燃油サーチャージ約 13 万円程度(2022 年 10 月現在) 
※ JWCC・WCC 参加 8 日間・All Star Resort 4 名 1 部屋利用の場合 
※ 大会パッケージ代金は 2022 年実績にて算出。価格改定がある場合、また

為替レートや燃油価格等の変化により増額の可能性がある。 
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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、エントリーする編成名（Senior、Junior、Youth）部門名、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、映像の冒頭の編成名、部門名、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。 

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）。 
 
 
 

Junior 

All Girl Elite 

〇〇〇〇〇 Team A 

Senior 

Pom 

〇〇〇〇〇 Team A 
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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「編成名（Senior、Junior、Youth）・部門名・団体名・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「編成名（Senior、Junior、Youth）・部門名・団体名・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）。 
※ チアリーディングに限り、1 チームが①自由演技と②基礎技術の 2 演技をまとめ

てアップロードすることが可能。 

 
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。 

件名：日本代表選考会映像提出 
※ メール文中に、①編成名（Senior、Junior、Youth）・②部門名・③団体名・④

チーム名を記載のこと。 
※ 原則として、Outlook や Web メール（Gmail 等）からメールを送信してくだ

さい。ギガファイル便のシステムを使用してメール送信する場合は、メモ欄に
必ずチーム情報を入力してください。 

メール送信先：info@jfscheer.org  
 

映像提出後の連絡 

 映像受領の連絡は行わない。（演技映像に不備があった場合のみ、事務局から連絡） 
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日本代表要件 
  
  

日本代表に選出された場合に以下の項目を理解・遵守すること 
  

代表チームとして選考され、尚且つそれを承諾したチームは、代表としての「権利」を 
取得すると同時に、代表チームに課せられた「義務」も遂行しなければいけないと認識し、代表
決定後であっても代表としてふさわしくないと判断した場合、日本代表資格を喪失 
する場合がある。 
 
 原則として、代表に選出されたチームは出場を辞退することはできない。 
 選考会後の演技者の変更は、選考会エントリー時の登録選手に限る。 
 ICU 大会登録選手の人数は、規定最低人数＋1 名以上とする(Doubles を除く)。 
 日本代表ルール・憲章、選手行動規範を遵守すること。 
 ICU ルール及びアンチドーピング規程を理解・遵守していること。 
 選考会・代表派遣を通じて、登録選手以外のチーム責任者または指導者のうち 1 名（20 歳以

上）の帯同が必須。 
＜チーム責任者＞ 

 選手との兼任は不可。 
 20 歳以上であること。 

＜指導者＞ 
 チーム責任者との兼任可。 
 チーム責任者が他にいる場合に限り、選手との兼任は可。 

 
 【演技について】 

 選考会後の演技・曲の変更は基本的に認められない。 
 ICU 大会での使用音源は必ずライセンスを取得していること。 
 ICU の最新ルールに則ること。 

 
【渡航について】 

 大会に係る参加諸経費（大会参加費、渡航費、ユニフォーム（チーム名の掲出は不可）
購入費等）は参加者各自の負担となる。大会参加諸経費は確定次第通知される。 

 


