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2012.4.1現在】
現在】
【大 会 名】 全国こどもチャレンジカップ 第6回全国大会
【開催日時】2012年8月18日（土）12：00～18：00（予定）
2012年8月19日（日）10：00～17：00（予定）
【申込期間】2012年5月1日～6月末日
【会場】
【主

チャレンジサーキット（個人の部） 予選～決勝・表彰式
チャレンジパフォーマンス（グループの部）・表彰式

※申込期間内にお手続きを完了しない選手は棄権と見なされますのでご注意下さい。

大田区総合体育館 （※2012年6月30日オープン）
〒144-0031 大田区東蒲田一丁目11番1号

http://ota-sports.jp/index.html
TEL：03-5480-6688

催】 一般社団法人日本こどもフィットネス協会 全国こどもチャレンジカップ運営委員会

【ｴﾝﾄﾘｰ費】 サーキット/パフォーマンス
2種目以上の追加エントリー

１種目につき5,250円/１人
１種目につき4,200円/１人
チャレンジパフォーマンス補欠選手
１種目につき2,100円/１人
※エントリー費早見表を添付しましたのでご参照下さい。

【出場資格】
○ 2010年度及び2011年度に行われた各地区大会におけるチャレンジサーキット総合優勝者
エアロビクス・ヒップホップ各部門入賞選手（1～7位）及びチャレンジパフォーマンス各部門入賞チーム（1～3位）
○ 次点選手
（地区大会で2年連続入賞した選手が出た場合は、2年めの大会の次点選手を繰り上げて選出します）
【出場条件】
○ チャレンジサーキット部門（個人の部）での入賞者は、次の条件に沿って出場して下さい。
① 第6回全国大会当日の年齢に該当する年齢区分で出場して下さい。
※チャレンジパフォーマンス部門のみの入賞者はチャレンジサーキット部門には出場できません。
○ チャレンジパフォーマンス部門（グループの部）での入賞チームは、次の条件に沿って出場して下さい。
① 同じ選手が同じカテゴリーに複数の参加は出来ません。
（例；エアロビクスに複数の出場権があってもAさんはエアロビクスのカテゴリーからは1チームのみしか
出場出来ません。Aさんはエアロビクスのほかのカテゴリー（ヒップホップ、アクティビティ）には
出場出来ます。同様に、ヒップホップ及びアクティビティの同一カテゴリー内での複数チーム
の出場は出来ません。）
② 入賞カテゴリーは変更できません。
③ チーム名は変更できません。
④ 入賞時のメンバーが最低1名以上は出場して下さい。グループ構成人数は3名～15名です。
⑤ 上記①～④の条件を遵守した上で、メンバー変更及び選手の増減、エントリー曲の変更ができます。
⑥ 事故、怪我他、緊急な事態により選手がパフォーマンス部門に参加出来ない場合、事前に、1チームにつき
2名まで補欠選手名を登録することが出来ます。（補欠選手は正式選手と同時にエントリーして下さい）
但し、補欠選手は同じカテゴリーの既出場選手を登録することは出来ません。
⑦ ①～⑥までの内容に偽りがあった場合は審査対象外（最下位）となりますのでご注意下さい。
【申込方法】
①以下の３種類のエントリー用紙を同封しましたので、これらをご利用のうえお申込下さい。
【代表指導者用エントリーまとめ書】【（全員提出）出場者エントリー書】【チャレンジパフォーマンス用エントリー書】

②はじめに【代表者指導用エントリーまとめ書】のみＦＡＸにて事務局までお送り下さい。
確認後、 事務局よりエントリー確認のご連絡を致します。
③エントリー確認の連絡後、【出場者エントリー書 （必須事項を記入し捺印されたもの）】及び
【チャレンジパフォーマンス用エントリー書】 を郵送にて事務局までお送り頂き、
代表指導者がまとめてエントリー費ほかをお振込下さい。
振込先：

◇三井住友銀行 田園調布支店 普通 1479090 一般社団法人日本こどもフィットネス協会
◇ゆうちょ銀行 10150-72950991
一般社団法人日本こどもフィットネス協会

※エントリー確認のご連絡から１週間以内にお振込頂けない場合はエントリーが取り消しとなる場合が
ございますので、予めご了承下さい。
※お振込頂きましたエントリー費はいかなる場合もご返金できません。予めご了承下さい。

【CC指定ボール】
第6回全国大会のチャレンジサーキット アクティビティでは「CC指定ボール」を使用します。
第6回全国大会チャレンジサーキットにエントリーされる方々には特別に廉価販売いたします。
エントリー書に必要数を記入してお申込ください。CC指定ボール以外は使用できません。
＜料金＞第6回全国大会参加者特別価格 1個￥525（税込）
（通常価格は次のとおりです。一般￥1050、協会会員￥840、SI会員￥735。 いずれも税込）
【記念Ｔシャツ】
参加者でご希望の方には記念Ｔシャツを特別に廉価販売いたします。（補欠選手含）
ご希望の方は出場者エントリー書にサイズ記入欄がございますので必ずご記入下さい。
<料 金>第6回全国大会参加者特別価格 1枚 ￥1,575（税込） （通常価格￥2,500（税込））
<サイズ>130・140・150・Ｓ・Ｍ・Ｌ・ＸＬ の中からお選び下さい。サイズの変更は出来ませんので予めご了承下さい。

【競技部門】
○ チャレンジサーキット（個人の部）
リトル部門
年齢区分
ジュニア部門
（全国大会当日の年齢） ユース部門①
一般部門（ユース部門②）

2～7歳
8～11歳
12～17歳
18歳～

○ チャレンジパフォーマンス （グループの部）
ｸﾞﾙｰﾌﾟ構成 3名以上15名以内
①エアロビクス ：1分15秒（±5秒）～1分45秒（±5秒） ＊規定時間を厳守してください。
カテゴリーと
規定時間外の場合、順位を変更し最下位となります。
②ヒップホップ ：1分45秒以内
楽曲
③アクティビティ ：1分45秒以内
【競技ルール・審査項目】
予選から決勝
から決勝には
決勝には3
には3カテゴリーの
カテゴリーの総合点数の
総合点数の上位25
上位25位
25位＋αが選出されます
選出されます。
されます。
チャレンジサーキット（
チャレンジサーキット（個人の
個人の部）予選 ※予選から
種目
時間
説明事項・審査項目など
ジュニア・ユース・一般
リトル
1 アクティビティ 10分
10分
ウォーミングアップとしてシンプルな8ビートのムーブメントを
※CC指定
行います。
※CC指定ボール
指定ボールを
ボールを使用して
使用して行
して行います。
います。
審査項目は”元気”と”笑顔”。全身のリンバリングです。
2 エアロビクス 10分
15分
ローインパクトやハイインパクトを組み合わせた動きを行います。
身体いっぱい使っているか、正しいアライメントができているか、
リズムを感じているかを審査します。
ニーアップ、ジャンピングジャック、ハイキックなどのエアロビクス
ベーシックステップを行ないます。プッシュアップ、
スプリット、バランスなどのエレメント動作が含まれます。
エアロビクスベーシックステップ70 エレメント30 で審査されます。
休憩
5分
5分
水分補給と着替え。
ヒップホップの準備をして下さい。Tシャツなどを上から着る場合は
ゼッケンをＴシャツに付け直して下さい。
3 ヒップホップ 10分
15分
簡単なコリオグラフィー。ダウンとアップの動き。
決勝では”踊りこんだ”感じで踊って下さい。
4×8カウント程度のルーティンを行います。
8カウントの自己アピールコリオグラフィーを行っていただきます。
＊予選の終了後、続けて決勝を行います。決勝はエアロビクスとヒップホップのみで行います。
チャレンジサーキット（
エアロビクス・ヒップホップの
ヒップホップの総合点が
総合点が高い選手が
選手が総合優勝者です
総合優勝者です。
です。
チャレンジサーキット（個人の
個人の部）決勝 ※エアロビクス・
説明事項・審査項目など
種目
時間
ジュニア・ユース・一般
リトル
予選のルーティンがベースです。パフォーマンススキルを総合的に審査します。
エアロビクス
1
8分
10分
休憩
5分
5分
予選のルーティンがベースです。パフォーマンススキルを総合的に審査します。
2 ヒップホップ 8分
10分
※リトル部門の決勝の時間が改訂されました。（6分→8分）

チャレンジパフォーマンス（
チャレンジパフォーマンス（グループの
グループの部）
時間
審査項目など
エアロビクス 1分15秒
必須動作
（±5秒）
エアロビクスベーシックステップを自由に組み合わせる。
～
マーチ・ジョギング・ＪＪ・ニーリフト（ニーアップ）・ランジ・スキップ（フロント＆
1分45秒
サイドキック）・ハイキック・バックキック（レッグカール）
（±5秒）
エレメント動作
エレメントを各グループから必ず1つ行うこと。（下記参照）
床エレメントは最大5個までとする。床エレメントには、床への着地動作も含まれます。
プッシュアップランディング及びスプリットランディングは最大2個までとする。
カテゴリー

≪グループＡ≫
≪グループＢ≫
≪グループＣ≫
≪グループＤ≫

ダイナミック・ストレングス
（プッシュアップ）
スタティック・ストレングス（約2秒4カウント静止）
（サポート）
ジャンプ＆リープ
（ジャンプ）
バランス＆フレキシビリティー（約2秒4カウント静止） （バランス）

禁止動作・・・・・・

ヒップホップ

1分45秒以内

アクティビティ

1分45秒以内

アクロバティック的な危険な動作及び前転・後転・側転・宙返りなど。
審査員前のラインを故意にオーバーした場合審査対象外となります。
リズムコーディネーション、フォーメーション、カルチャー、ウェア、
パフォーマンス＆パッション、一致性、テクニカル・スキル、パワー
1. 表現 2. 音楽にあっているか 3. フォーメーション 4. オリジナリティ
5. パフォーマンス 6. 一致性 7. テクニカル・スキル 8. パワー

◆チャレンジパフォーマンス減点について
減点1 危険動作
減点2 演技前後の挨拶
①演技実施時の動きの危険性
演技前の「お願いします」や、演技後の
②演技項目セレクションミス
「ありがとうございました」等の口頭での
③道具使用時の危険性※エアロビクスは除く
挨拶及びパフォーマンスは減点となります。
（衣装の落下等も含みます）
◆チャレンジパフォーマンス審査対象外について
審査対象外1 ラインオーバーをした場合（審査員前のラインを故意にオーバーした場合）
審査対象外2 楽曲のタイムオーバー
＊各部門とも演技スペースは10m×10mの予定です。（センターにマーキングがあります）
演技スペースを越えても減点になりません。パフォーマンス演技を行う際の目安とお考え下さい。
＊チャレンジパフォーマンスの演技前の「お願いします」や演技後の「ありがとうございました」等の挨拶は不要です。
進行の遅れや運営の妨げとなりますので減点（-5点）とさせて頂きます。
＊タイムオーバーは審査対象外となります。
＊使用するアイテム・備品・特別衣装などにつきましては、施設使用規定外のものは一切使用出来ません。
ご心配な方は事前に事務局までお問合せ下さいますようお願い致します。
（お問合せ頂く際は使用されるアイテム・備品・衣装の形状が分かる画像等を事務局までお送り下さい。
施設に確認させて頂き次第使用可能かをご連絡させて頂きます。）
【お願い及びご注意事項】
・参加者の肖像権は主催者に帰属いたします。
・当日のケガについては救護スタッフが応急処置は致しますが、その後の責任は負いかねます。
・荷物の紛失・盗難については一切の責任を負いかねます。
・撮影許可証の無い方の写真・ビデオの撮影を禁止致します。（携帯電話での写真・ビデオ撮影も同様です）
（※撮影許可証は郵送にて【選手数分＋2枚】をお送り致します）
・ビデオ・カメラの撮影は所定のエリア内からのみとさせて頂きます。三脚・一脚のご使用安全上の理由から観客席を
含む会場内全てのエリアで禁止させて頂きます。また審査の妨げとなりますので所定のエリアを越えての撮影は
くれぐれもご遠慮頂きますようお願い致します。カメラについてはフラッシュの利用はご遠慮下さい。
・大田区総合体育館ではエアロビックシューズ等のスポーツシューズ以外の靴を履いて演技を行うことは出来ません。

＜お問い合わせ＞
一般社団法人日本こどもフィットネス協会 全国こどもチャレンジカップ運営委員会
〒145-0071東京都大田区田園調布2-51-4開発ビル202 TEL：03-5483-6224 FAX：03-5483-6235 E-mail：jkfa@kids-fitness.or.jp

