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申込方法
チーム代表者様専用
お問合せ

cheer-com@cheer-c.jp（大会事務局）

※チーム名・代表者氏名、返信先アドレス（2つ）、電話番号を記載ください。 返信がエラーになった場合のため、
必ずお電話番号を記載してください。
※5日以内に返信がない場合はエラーの可能性がありますので、別のメールアドレスからお問合せください。

➢ お問合せはチーム代表者様からのみ受付。個人でご質問がある方は、チーム代表者様へお
伝えください（町田チアリーダーズ連盟メールアドレスは大会問合先ではありません）
➢ 上記アドレスから返信しますので、予めドメイン解除＆受信設定をご確認ください。
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2022年・第18回 CHEER COMPETITION
開催決定のお知らせ
2022年3月24日 チアコンペティション事務局

チアコンペティションへご興味を持っていただき、誠にありがとうございます。
現在、このHPは過去大会（コロナ渦以前）の内容となっておりますので、ご注意ください。

開催日程・会場
2022年8月6日（土） チアMIX部門
会場：代々木第二体育館
2022年8月7日（日） チアリーディング部門・チアダンス部門①
会場：代々木第二体育館
2022年8月8日（月） チアダンス部門②
会場：町田市立総合体育館
➢ チアダンス部門は2回に分かれていますが、年齢による区分など、いかなる分類もございませんので
、①か②をご自由にお選びください（①は後半実施予定）尚、①は募集数が非常に少ない可能性が

ございますので、予めご了承ください。
➢ 感染拡大予防に十分な対策を講じて実施するため、例年と異なる点が多くなりますが、ご来場の皆
様と関係する方々の安心・安全を第一優先とし、お楽しみいただけるよう努めてまいりますので、
何卒ご理解とご協力をいただけますと幸いです。
➢ チアクリエーションスクール生の皆さまは、本HPからの申込ではなく、レッスンにて先生から配布
するレターでお申込となります。後日配布しますので、今しばらくお待ちください。
各種SNSについて

お知らせは、町田チアリーダーズ連盟インスタグラム、チアクリエーション公式ブログに掲載します
ので、随時ご確認ください。概要発表前の個別質問にはご対応致しかねますので、お問合せはご遠慮
ください。ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

町田チアリーダーズ連盟 Instagram▶
https://www.instagram.com/tokyomachidacheerfederation/

◀チアクリエーション公式ブログ
https://ameblo.jp/cheercreation
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2022年・第18回 CHEER COMPETITION
ご参加にあたり
2022年4月28日 チアコンペティション事務局

第18回チアコンペティションは、引き続き新型コロナウイルス感染拡大予防対策を講じて開催いたします。
ご来場の皆様と、ご関係各位の安全と安心を第一優先とし、お楽しみいただけるよう努めますので、何卒ご
理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。
コーチの皆様は、チームの安全対策や出場者の体調を優先した演技構成のご準備をお願いいたします。実施
方法は、状況により変更となる可能性がございますので予めご了承ください。

ご参加チームへのお願い
新型コロナウイルス感染拡大の情勢を鑑み、以下の取り組みにご協力いただけるチームのご参加を受け付けます。

1. 入館前、退館後の、体育館付近でのチームミーティングは禁止とさせていただきます。会場外でも、密
を防ぐ取り組みにご協力ください。マナー違反のチームは、後日発表予定のグランプリ選考の対象外と
なりますので、予めご了承ください。

2. チアリーディング部門、チアMIX部門のスタンス実施におけるスポッターは、原則としてコーチがおこな
ってください。1チームにおける引率（補助）上限人数、ジェネラルスポッターについては、後述の内
容をご確認ください。引率可能人数の範囲で、安全に実施できる演技構成にしてください。後日の引率
者（補助）追加はできません。

3. オンライン説明会の実施を予定しています（後日アーカイブ配信を予定しています）前回と異なる当日
の流れとなるため、安心して本番を迎えていただくためにも、チーム代表者様、当日引率者の方々にご

参加いただけますと助かります。質問にも説明会でお答えします。

4. 新型コロナウイルス感染者及び、濃厚接触者の疑いがある場合の出場辞退の際には、感染等の個人情報は一
切公表いたしません。参加費のご返金は致しかねますので、予めご了承ください。感染のリスクがゼロではない
ことを念頭に、ご参加をご判断ください。恐れ入りますが、自己責任となりますことを予めご了承ください。
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大会概要
第18回 CHEER COMPETITION
✓ 内容は変更になる場合がございますので、予めご了承ください。
✓ 後日更新により変更・追記となった部分はオレンジ網掛けで表示します。

開催日程・部門
チアMIX部門/Happy Show Time-A
青マットあり

2022/8/6（土）
代々木第二体育館

2022/8/7（日）
代々木第二体育館

2022/8/8（月）
町田市立総合体育館

チアリーディング部門/Happy Show Time-B
青マットあり
チアダンス部門①/Happy Show Time-C
青マット無し
チアダンス部門②/Happy Show Time-D
青マット無し

➢ Happy Show Time（審査対象外枠）の詳細は後述の内容をご確認ください。
➢ チアダンス部門は2回に分かれていますが、年齢による区分など、いかなる分類もございませんので、①か②
をご自由にお選びください（①はチアリーディング部門の後に実施予定）尚、①は募集数が非常に少ない可
能性がございますので、予めご了承ください。
➢ 開演・閉演時間は未定です。
➢ 会場への直接のお問合せはご遠慮ください。
実施方法
•

体育館内の人数を減らし、館内に長時間滞在しない方法で実施し、密を防ぎます。

•

各チーム、約3～4時間程度の館内滞在時間とし、その中で本番演技、各チームごとの表彰、他チームの演技
を観覧できる方法で実施（予定）しています。

•

出場チーム全て合同での表彰式は実施せず、チームごとの表彰式を行います。

•

詳しい実施方法は、参加チーム代表者様へお知らせします。
団体ごとの演技順、引率について

•

同じ団体で複数チームが出場する場合、演技順は連続となります（順番の指定可）ので、ご姉妹が別チーム
でもご家族一人につき入場チケット一枚で、両チームを観覧できます。

•

指導者が一名であっても、各チームにそれぞれ別の引率者がつくようにしてください（エントリー時に引率
者氏名の登録必須）。指導者一名が、連続して各チームの本番前アップを見ることは可能ですが、アップ前
、アップ後のチームを誘導する引率者が必要です。引率者は必ずしもコーチでなければならない等の条件は
ありませんが、当日の流れを把握している方でお願いします。一名で複数チームを同時に引率するのは難し
い状況となりますので、予めご検討ください。

4

ビデオ審査
•

エントリー時において、ビデオ審査枠の募集はありません。

•

ご参加確定チームは、後日、状況によりビデオ審査への変更が可能です（グランプリと協賛企業特別賞の対
象外となります）詳細はチーム代表者様へお知らせします。
体育館での実施中止の場合

① スポーツ庁及び東京都の要請等により、会場での実施は中止になる可能性がありますので、予めご了承くだ
さい。中止の場合、チーム代表者様へお知らせします。
② 会場での実施ができなくなった場合、全チームビデオ審査に変更となり、前売りチケットは全額払戻ししま
す。エントリーのキャンセル、参加費のご返金は致しかねますので、予めご了承ください。
③ ビデオ審査の映像提出、撮影詳細は、チーム代表者様へお知らせします。
④ 参加賞と限定商品のお渡しについて、チーム代表者様へお知らせします。
演技フロア★奥行き12ｍ×幅16.2ｍ
チアMIX部門・Happy Show Time-A
青マットあり
チアリーディング部門・Happy
Show TimeB
青マットあり

チアダンス部門①・Happy Show Time-C
青マット無し
チアダンス部門②・Happy Show Time-D
青マット無し

・前後左右の真ん中にしるし有り
・フロアセンターにはしるし無し

・体育館フロア上で演技
・テープによる範囲指定
・前後左右の真ん中及びフロア
センターにしるし有り

競技部門・年齢区分・人数編成
競技部門
➢ チアダンス部門・・・・・・・チアダンスやソングリーディングチーム対象
➢ チアリーディング部門・・・・チアリーディングチーム対象
➢ チアMIX部門 ・・・・・・・・チアダンス、チアリーディングの要素がMIXされているチーム対象
年齢区分
➢ キッズの部・・・・・・・・・半数以上のメンバーが小学2年生以下
➢ ジュニアの部・・・・・・・・半数以上のメンバーが小学3年生～中学3年生
➢ 一般の部・・・・・・・・・・半数以上のメンバーが高校生以上
人数編成
人数編成による審査の区分はありません。人数は、各チームのご判断にお任せいたします。
※人数の規定はありませんが、新型コロナウイルス感染症対策を鑑み、25名以下での演技を推奨しております。
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演技規定
新型コロナウイルス感染症対策を徹底した状況下において、選手同士の接触を控えた練習を推奨する状況が、続
いております。都道府県、市区町村の状況を踏まえて練習内容を判断いただく中で、チームごとの安全対策や、
選手の体調を優先した運動強度で、できる範囲の演技構成をお願いします。
チアダンスチーム、チアリーディングチームが、「チアMIX部門」に出場することは可能ですが、審査項目には
チアダンス要素（ラインダンス、テクニック等）、チアリーディング要素（タンブリング、スタンツ等）の両方
が含まれますので、ご注意ください。
全部門共通
① 状況により変更になる場合がありますので、予めご了承ください。
② 演技中のマスク着用有無は、各チームでのご判断となります。
③ マスク着用なしでのコールは、選手同士が1.9m程度（青マット一枚分）間隔を保った状態でおこなってくだ
さい。
④ マスク着用なしでの円陣は禁止。
⑤ 演技時間・・・2分30秒以内（無音での演技時間も含む）※入退場含め3分30秒以内
⑥ 手具（ポンポン等）を持ったままのタンブリング禁止。
⑦ ラインオーバーによる減点はありませんが、故意にエリア外での演技をしないようご注意ください。
⑧ チーム、個人レベル以上とみなされる危険なスタンツ、タンブリングを行った場合は減点対象となります。
チアダンス部門
•

タンブリングやリフトは、レベルに準じて安全な範囲でおこなうこと
チアリーディング部門

•

パートナースタンツ、タンブリングはレベルに準じたものとする

•

下記のグリーン枠内の注意書きを、必ず確認ください。
チアMIX部門

•

審査項目にはチアダンス要素（ラインダンス、テクニック等）、チアリーディング要素（タンブリング、スタ
ンツ等）の両方が含まれます。

•

スタンツは3段不可（エクステンションは、高さは2・1/2highに該当するが、実施可）

•

パートナースタンツはレベルに準じたものとし、トス技はストレート、トータッチのみ可。ストレートトスで
アームポジションを加えることは可。

•

タンブリングは安全にできるものに限る。

•

下記のグリーン枠内の注意書きを、必ず確認ください。
•

ジェネラルスポッターは、原則としてコーチ（引率者）がおこなってください。

•

1チームにつき引率は2名まで（選手20名以上の場合は3名まで可）となりますので、その
範囲で安全に実施できる演技構成にしてください。引率者の追加申請はできません。

•

大会側では2名のジェネラルスポッターを配置予定です。コーチの補助に追加でお手伝いが
必要な場合のみ、演技フロアに入ります。
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各賞について
今大会は、新型コロナウイルス感染症の影響により通常どおりの表彰式は実施しませんので、チアコンペティシ
ョンHPにある「チアコンペティションとは」ページの「各賞紹介」でご案内の内容と異なる点がございます。

当日発表される賞

GOLD PRIZE、 SILVER PRIZE、
SPECIAL PRIZE（Impression賞 or Cheer Spirit賞）
• 演技終了後、チーム単位での表彰式を予定（別室でおこないます。詳細は後日チーム代表者様へお
知らせします）
• 各チームの得点により、結果発表と表彰をおこないます。チアコンペティションでは、得点の発表
はありません。審査員コメントの有無については、後日チーム代表者様へお知らせします。

後日、町田チアリーダーズ連盟インスタグラムにて発表される賞

グランプリ（各部門最優秀賞）・特別賞
• グランプリ（各部門最優秀賞）は、競技部門の全4部門（チアMIX、チアリーディング、チアダン
ス①、チアダンス②）からそれぞれ1チーム選出。
• チアダンス部門①と②は、別会場での実施となるため、それぞれで1チームずつ選出されます。

大会成績証明書
大会成績証明の発行は、賞状をもってかえさせていただいております。後日再発行は対応いたしかねますので、
チーム内でコピーを共有する等、よろしくお願いします。
Happy Show Time（審査対象外）
Happy Show Timeを新設します。チアに限らず、どんなパフォーマンスでもご参加いただけます。
① エントリー期間や申込フォームは、競技部門と同じです。部門選択項目にて「Happy Show Time」をお選び
ください。
② 演技内容に関わらず、ご希望の日程をお選びいただけますが、日程により、青マットのあり、無しが異なりま
す。演目に合わせてお選びください。
③ 年齢、ジャンルは問わず、あらゆるパフォーマーの皆様がご参加いただけます（チア以外も可）
④ 演技に使う手具、衣装等は、フロアやマットを傷つける可能性が無いものに限ります。
⑤ チアダンス及びチアリーディングチームの場合は、競技部門の演技規定に準ずる演技とし、チームレベルに合
った安全なパフォーマンスをお願いします。
⑥ 審査対象外であることの他（参加費、参加賞、与えられるウォーミングアップ時間等）は、全て競技部門と同
条件となります。
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参加費・使用曲著作権申請料

会場により参加費が異なりますので、ご注意ください。
代々木第二体育館

★2022/8/6（土）・8/7（日）

チアMIX部門・Happy Show Time-A
チアリーディング部門・Happy Show Time-B
チアダンス部門①・Happy Show Time-C

町田市立総合体育館

参加人数により、参加費の金額設定が変動します。
●参加者が7名以上の場合・・・1人1エントリーにつき 税込3,500円
●参加者が6名以下の場合・・・1チーム1エントリーにつき一律 税込24,500円
◎使用曲著作権申請料 ・・・・1チーム1エントリーにつき1,500円（税込）

★2022/8/8（月）

チアダンス部門②・Happy Show Time-D

参加人数により、参加費の金額設定が変動します。
●参加者が7名以上の場合・・・1人1エントリーにつき 税込2,500円
●参加者が6名以下の場合・・・1チーム1エントリーにつき一律 税込17,500円
◎使用曲著作権申請料 ・・・・1チーム1エントリーにつき1,500円（税込）

観客入場チケット
前売りチケットは、各チームでまとめてお申込みいただき、郵送でのお渡しとなります。
代々木第二体育館

★2022/8/6（土）・8/7（日）

➢ 大人（中学生以上）・・・・・・・・・・・・前売り 2,000円《当日 2,500円》
➢ 小人（小学生＆座席が必要な未就学児）・・・ 前売り 1,000円《当日 1,500円》
町田市立総合体育館

★2022/8/8（月）

➢ 大人（中学生以上）・・・・・・・・・・・・前売り 900円《当日 1,000円》
➢ 小人（小学生＆座席が必要な未就学児）・・・ 前売り 700円《当日 800円》
•

出場者、引率者は観客入場チケット不要です。

•

大会参加者のご家族・関係者のみ購入可。それ以外の方は購入できませんので、予めご了承ください。

•

チームの都合でビデオ審査に変更の場合、前売りチケットの払戻は致しかねますので、予めご了承ください。

•

前売りチケットの購入方法は、チームエントリー完了後にチーム代表者様へお知らせします。
◼ 体育館内の人数を減らし、館内に長時間滞在しない方法で実施します。
◼ 各チーム、約3～4時間程度の館内滞在時間とし、その中で本番演技、各チームごとの表彰、
他チームの演技を観覧できる方法で検討しています。
◼ 指定された館内滞在可能時間内での再入場は可能です。
◼ 同じ団体で複数チームが出場する場合、演技順は連続となります（順番の指定可）ので、ご
姉妹が別チームでもご家族一人につき入場チケット一枚で、両チームを観覧できます。
◼ 詳しい実施方法は、参加チーム代表者様へお知らせします。
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特別観覧エリア
詳細決定次第、参加チーム代表者様へお知らせします。
撮影について

➢ 特別観覧エリア内

：動画のみ撮影可能、写真は禁止

➢ 特別観覧エリア以外の座席：動画も写真も禁止
一脚・三脚等のカメラを固定する物、その他大きな撮影器具、周囲の方の観覧を妨げる可能性があるものは持込
み禁止です。入場時の持ち物チェックで確認し、退館まで本部保管となります。撮影機材の指定はありません。
各種カメラ、スマートフォン、タブレットもご使用いただけますが、上記のルールを守って撮影ください。
駐車場について
•

各施設の駐車場情報は、参加チーム代表者様へお知らせします。

•

駐車場は満車の場合もございますので、予めご了承ください。新型コロナウイルス感染拡大の影響により、
駐車場利用可能状況は急に変更になる可能性がございますので、予めご了承ください。
保険・肖像権・個人情報について

•

主催者が保険に加入しています。負傷の際は保険の範囲内での補償が可能ですが、適用については保険会社
の判断となります。適用は当日の体育館内での負傷に限り、ビデオ審査のための撮影時は適用されませんの
で、予めご了承ください。

•

負傷者には主催者（トレーナー）が応急処置をしますが、責任は負いかねますので予めご了承ください。各
チームでも負傷に迅速に対応できるよう、ご準備ください。

•

主催者が撮影した大会の模様（写真・映像）は、プロモーションツール等で使用させていただく場合がござ
いますので予めご了承ください。

•

本大会のお申込みにおけるチーム情報及び個人情報は、本大会実施関連にのみ使用します。
新型コロナウイルス感染拡大予防対策

新型コロナウイルス感染拡大予防の対策として、以下の取り組みを徹底します（状況により変更・追加します）
1.

館内では、全員マスク着用必須（演技中の出演者については「演技規定」を確認ください）となります。乳幼児のマス
クについては、ご家族でご判断ください。

2.

通常開催時より、館内滞在時間を短く設定することで、他チームとの接触をできる限り抑えます。

3.

出場チーム全て合同での表彰式は実施せず、チームごとの表彰とし、密を防ぎます。

4.

入館前・退館後のチームミーティングを禁止し、体育館外でも密にならない取り組みを徹底します。

5.

状況により、館内での会話、演技中の声援等を控えていただく場合がございます。

6.

イベント当日二週間前から、体調管理をお願いします。

7.

当日の朝、ご来場者全員がご自宅で体温チェックをおこなってください（37.5度以上あった場合、入場不可）

8.

同居のご家族、勤務先など、身近な方が新型コロナウイルス感染の疑いがある場合、入場は不可です。

9.

新型コロナ接触確認アプリ「COCOA」の登録にご協力ください。

10. 館内で実施する感染症対策にご協力いただき、3密回避にご協力ください。
11. 新型コロナウイルス感染リスクがあることを承諾した上で、ご参加ください。
12. ご来場の方に感染が確認された場合は、調査機関への情報開示、お客様へご連絡差し上げるため、入場チケットの裏面
に記載いただく連絡先等の個人情報を使用させていただきます。
その他、追加のお知らせがある場合は、参加チーム代表者様へお知らせします。
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申込方法
第18回 CHEER COMPETITION
✓ 内容は変更になる場合がございますので、予めご了承ください。
✓ 後日更新により変更・追記となった部分はオレンジ網掛けで表示します。

お申込みは、①チームエントリー、②チーム情報登録、の2段階となります。
申込方法と流れをご確認の上、お間違えの無いようお手続きください。

申込スケジュール
申込
期間前

エントリー

5/23
（月）

5/27
（金）

5/30
（月）

6/2
（木）

6/13
（月）

6/17
（金）

11:00am

11:00am

11:00am

11:00am

11:00am

11:00am

テスト

①チームエントリー期間

フォーム

チアコン公式HP「申込フォーム」ページから手続き

運用

追加募集

追加募集受付期間

有無の発表

実施が無い場合もあります

②チーム情報登録期間

前売りチケット＆オリジナルグッズ事前申込期間
申込方法・商品詳細は、チームエントリー受付メール（自動返信）でご案内。
チーム代表者様からまとめてご注文のみ（個人での注文は不可）

• 早期締切の可能性や、過去の事例についてのご質問にはお答え致しかねますので、お問合せはご遠慮く
ださい。ご理解とご協力をお願いいたします。
• チームエントリー開始前・当日は、お問合せへの対応にお時間をいただく場合があります。
追加募集有無の発表★町田チアリーダーズ連盟インスタグラムにて
状況により追加募集をする可能性があります。実施が無い場合もあります。公平性
を保つため、募集有無に関するお問合せにはお答え致しかねますので、予めご了承
ください。追加募集エントリーに必要な項目は、チームエントリー時と同様です。
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①チームエントリー必要事項

・団体名

・チーム名（後日変更不可）

・予定人数 ・代表者氏名

・メールアドレス（2つ必要）・連絡先電話番号
・演技順を連続するチームの名（団体内での希望演技順）
※大会概要記載事項の確認項目がありますので、事前に全てご確認の上、お手続きください。
➢ 定数に達し次第エントリー締切となります。
➢ システムの都合により、エントリー画面へ進めても、送信時には締切となっている場合があります。
「チームエントリー受付メール（自動返信）」が届いた場合はエントリーできております。
➢ 恐れ入りますが、公平を期すため、エントリー追加等の特別対応のご依頼はお受け致しかねますので
、お問合せはご遠慮ください。
チームエントリー時のお約束
➢ 枠を確保するためのチームエントリーは禁止です。重複して同じチームがエントリーした場合は両方
キャンセルとなり、その枠は追加募集にまわりますので予めご了承ください。
➢ チームエントリー後のキャンセルはできません。万が一キャンセルが発生する場合は、キャンセル料
が発生しますので予めご了承ください。
➢ チームエントリーの際にご入力したチーム名を、後日変更することはできません。例えば「チアAチー
ム」でチームエントリーをし、その参加枠を「チアBチーム」に差替えることは、いかなる場合も禁止
となります。同じ団体内のチームであっても、枠を入れ替える等の対応は致しかねますので、予めご
了承の上お手続きください。

同団体・複数チームのエントリー
• 同じ団体（または同じ代表者、引率者のチーム）で、複数チームが出場する場合、演技順は連続
になります。チーム情報登録時に、ご希望の順番を申請できます。
• 演技時間調整のご希望はお受けいたしかねますので、予めご了承ください。
• メンバーが複数チームにエントリーすることは可能ですが、それぞれのエントリーにつき参加費
が必要となります。
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②チーム情報登録の必要事項

・チームエントリー番号 ・チーム名の確認（チームエントリー時と同じものを入力）
・当日引率者人数（人数確定となります。後日追加することはできません）
・当日引率者氏名（人数に変更が無ければ、後日別の人に変更することは可能）
・チーム連絡先住所（郵送が必要な事項があった場合の送付先となります）

・確定参加人数 ・参加者氏名＆学年
・チーム紹介コメント（200文字以内）※演技前のアナウンス用
➢ チームエントリー完了後、チーム情報登録にすすみます。
➢ チーム情報登録お手続きから5日以内に参加費のお振込みが必要となりますので、予めご準備ください。口座
情報は「エントリー受付メール（自動返信）にてお知らせします。
➢ ご登録完了メールにて、お振込のご案内、参加チーム専用ブログのパスワードをお送りします。
➢ チーム集合写真は不要です。

エントリーテストフォーム
•

ご使用のアドレスが確認メールを受信可能かどうか、事前にテストすること
ができます。チームエントリー開始までの限定公開フォームとなりますので
、お早めにテストをおこなってください。

•

何度でもテストできます。テスト確認メール（自動返信）が確認できない場
合は、別アドレスから再度お試しください。

•

エントリー開始後、テストしていないアドレスで発生したトラブルに関して
はお答え致しかねますので、予めご了承ください。

•

PC環境設定、メール受信設定のお問合せにはお答え致しかねますので、予
めご了承ください。ご理解とご協力をお願いいたします。

https://pro.form-mailer.jp/fms/ed4f46a3145301

◀テスト用フォーム▲

ドメイン解除・メールアドレスについて
➢ お申込前に、@cheer-c.jpのドメインを受信できるよう設定してください。
➢ スマートフォンからもお手続きできますが、登録アドレスにはdocomo、au、softbankなど各キャリアのメールアドレ
スはご使用にならないようお願いします（タブレットはご使用できません）
➢ Yahoo!メール、Hotmail、Gmailなどのフリーメールをご使用の場合、ウィルス対策ソフト等の設定により「迷惑メール
」と認識されメールが届かない場合があります、予め設定をご確認ください。

推奨環境
Windows：IE最新版、FireFox最新版、Google Chrome最新版
Mac：Safari最新版、FireFox最新版、Google Chrome最新版
Android：FireFox最新版、Google Chrome最新版
iOS：Safari最新版、FireFox最新版、Google Chrome最新版
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