2021 年 10 月１０日（日）
横浜武道館

CDE Cheerleading Championship 202１
大会要項
今大会は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止にあたり、
スポーツ庁、及び東京都の「感染拡大防止ガイドライン」に基づいて対策を講じ、
開催を予定しておりますが、行政からの要請や大会事務局の判断により、
やむを得ず【中止】とさせていただく可能性がございます。
また、参加するチームは、大会会場のみならず、練習、移動においても、顧問・監督・
コーチ、保護者及びその他関係者は、選手を監督し
感染リスクと、それに対する対応策を理解したうえで、大会に参加をしてください。

主催 ： 一般社団法人 Cheer & Dance Education
2021/0３ 作成
（１．１）
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大会参加にあたり

競技者及び全てのチーム関係者（指導者・責任者・保護者など）は、本大会に参加するにあたり
以下の指針を理解した上で参加をすること
指針に沿わない・反する行為が発覚した際には、参加を認めない場合がある

1.1

大会参加指針
1.1.1 すべての参加者は、スポーツマンシップに則り行動すること スポーツマンシップ
に著しく反する行為は、参加資格剥奪の対象となる
1.1.2 ・コーチ・指導者は、技術レベルの向上を図る以前に、個々の選手とチーム全体の
能力を考慮し演技のパフォーマンスレベルを決定する義務がある
1.1.3 大会期間中、適正な引率者・監督・コーチが付き添うこと
1.1.4 顧問・監督・コーチは、及び保護者その他関係者がしかるべく行動をとるよう監督
すること。万が一、選手が負傷、もしくは急病等になった場合は、迅速に対応する
こと
1.1.5 選手の年齢に不相応な表現、公序良俗に反する要素（暴力・わいせつ・差別など）
や、反社会的勢力・戦争や武器を イメージさせる演出・振付は禁止とする
1.1.6 使用楽曲において、暴力、わいせつ、差別用語などを含む歌詞が入っている
もの、 違法ダウンロードによる楽曲（音楽プロバイダーのサンプル楽曲含む）は
禁止とする
1.1.7 年齢規制違反や登録メンバー以外の出場などが発覚した場合は、審査対象外
もしくはエントリーの取消処分とする
1.1.8 上記以外にも著しく社会的ルールやマナー及び当協会のルールブックに反した事
項が発覚し、主催者が必要だと判断した場合には、 警告や審査対象外、エント
リーの取消処分、それ以降の大会出場停止など、相応の処分を課する場合があ
る 大会終了後に事実が発覚した場合も、順位・賞の剥奪など同様の処分を課す
るものとする
1.1.9 今大会は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止にあたり、スポーツ庁、各
都道府県、及び開催地の「感染拡大防止ガイドライン」に基づいて対策を講じ、開
催を予定しているが、行政からの要請や大会事務局の判断により、中止する可
能性がある。また、参加するチームの顧問・監督・コーチ、保護者、及びその他の
関係者は、大会会場のみならず、練習、移動においても、選手を監督し感染リス
クと、それに対する対応策を理解したうえで、大会に参加すること
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2.1

種別/部門

開催部門は以下の通り （それぞれの名称は、【】＝種別、●＝部門、
・＝対象者/年齢）
2.1.1
【Cheerleading】


Median



Advanced（レベル４以下）

・ 11 歳以上 18 歳以下



Elite

（レベル６以下）

・ 11 歳以上



Premier

（レベル 7 以下）

・ 15 歳以上



中学校

・ 同一の中学校に所属する中学生



高校

・ 同一の高校に所属する高校生



大学

・ 同一の大学に所属する大学生

（レベル３以下）

・ 7 歳以上 15 歳以下

※ 2022 年 4 月時点の年齢
※ 学校団体は 2021 年度（2021 年 4 月～2022 年 3 月）に在学していること
※ 中学校、高校、大学部門は、学校教育法、同法施行細則の設置基準によって設
置された以下の学校から、承認された部活動もしくはスポーツ団体で、同一の
学校の生徒で構成されていること


中学校 ・・・ 中学校(中等教育学校前期課程を含む）及び中学校と
年齢・修業年限ともに一致している学校



高校 ・・・ 高等学校(中等教育学校後期課程を含む）及び高等学校と
年齢・修業年限ともに一致している学校



大学 ・・・ 大学、短期大学、高等専門学校(第 4・5 学年)及び大学院生

※ 複数校の混成は不可。中学校・高校・大学の一貫校においても、合同チームで
の出場は不可とし、それぞれの学年に合致した部門を選択すること

【Performance Cheer Doubles】


Doubles Pom



Doubles HipHop

いずれも ・Junior（７～16 歳）、・Senior（７～18 歳）、・Open（１４歳～）
※ 2022 年 4 月時点の年齢
※ 学校団体、クラブチームの区分はありません。 それぞれの学年に合致した部門
を選択すること

【Game Day – Cheerleading】*1
【Game Day – Performance Cheer】*1
いずれも ・International-Senior（15 歳以上）、・小学校、・中学校、・高校、・大学
※ この部門に関しては、学校教育法、同法施行細則の設置基準を問いません。
インターナショナルスクール等、編成の選択については事務局までお問合せください
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*1

2021 年度はエキシビションでのみ実施 一般よりエントリーは受け付けない

【Showcase】*2 審査対象外部門
*2

演技部門のエントリー期間終了後、若干数を受付予定

2.1.2 【Showcase】以外、すべての部門で、バーチャル部門を設置する

表彰については、 7.表彰を参照
2.2

重複エントリーについて
同一選手の重複エントリーは、【種別】を超える場合のみ 2 種類まで可
可例）
不可例）

2.3

【Performance Cheer Doubles】 Doubles Pom と、
【Game day – Performance Cheer】
【Cheerleading】 Advanced と、【Cheerleading】 Elite

部門の統合について
エントリー数の少ない部門については統合し、オープン部門とする場合がある
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3.1

人数制限

人数制限は以下の通り
【Cheerleading】 Median～Premier、大学
中学校、高校

８～２４名
５～30 名

【Performance Cheer Doubles】

2名1組

【Game day – Cheerleading/Performance Cheer】

5～30 名

※ ただし、新型コロナウイルスの拡大状況によっては全編成全部門
24 名までとするルールを設ける場合がある（2021/０７頃判断を予定）
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4.1

エントリーについて

大会の参加には、一般社団法人日本スポーツチア＆ダンス連盟（以下、チアジャパン）
への、団体及び選手の会員登録を推奨。詳細は、チアジャパン Web サイト参照
（2021 年４月以降掲載）
※ 2022 年度より必須

4.2

エントリー期間

202１年８月 2３日（月）10：00 ～9 月３日（金）16：00

【Showcase】 競技部門のエントリー期間終了後、若干数を受付予定
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4.3

エントリー費用
【Cheerleading】：
2,860 円(税込)/1 人１エントリーにつき
【Performance Cheer Doubles】：
8,580 円(税込)/１エントリーにつき（2 名での参加費用）
【Game day – Cheerleading/Performance Cheer】：
2,860 円(税込)/1 人１エントリーにつき
（ただし、本年度はエキシビションとし、一般よりエントリーは受け付けない）
4.3.1 原則、一度支払った参加費等はいかなる場合も返金しないことを了承すること
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5.1

演技フロア/演技時間

演技フロアは以下の通り
5.1.1 【Cheerleading】 【Gameday – Cheerleading】
スプリングなしのチアリーディング専用マット（9 枚） 12.8ｍ×16.5ｍ
【Performance Cheer Doubles】
【Gameday – Performance Cheer】
原則、各会場（体育館）の床 12.8m×１２.8ｍ

5.2

演技時間は以下の通り
【Cheerleading】
チアクライテリア＊ 30 秒以上 かつ 音楽パート 2 分３０秒以内
チアクライテリアと音楽パートの間は、20 秒以内とし、入場～退場までを 4 分 00 秒
以内に行うこと
チアクライテリア ＊とは、チアリーディングと他のスポーツとの差異を明確にし、世界的な
独自性を持つもので、演技の始め、または中間に音楽無しで行う。
観客をチーム応援に導く能力、サインボード、ポン、スタンツ、ピラミッド、タンブリングが、
観客をリードするために活用されているかが審査される。母国語の使用が推奨される。

【Performance Cheer Doubles】

１分３０秒以内

【Gameday – Cheerleading/ Performance Cheer】 ３分以内
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5.2.1

演技時間計測のタイミングは、振りの動きだしまたは音楽の始まりで開始し、
最後の振りの動きまたは音楽の終わりで終了とする

5.2.2

入退場は速やかに行うこと。入退場に振り付けを付けることは不可
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6.1

共通演技規定/ルール/スコアシート

演技規定
演技規定は「※別表 各部門別のルールブック」（2021/０４掲載予定）を参照
※ただし、新型コロナウイルスの拡大状況によっては
共通演技規定を設ける場合がある（2021/０７頃判断を予定）

6.2

各編成、各部門のルール/スコアシートは「※別表 各部門別のルールブック」（2021/
０４掲載予定）を参照
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7.1

得点に基づき評価を行う

7.2

上位３位までを入賞とし表彰する

表彰

ただし、【バーチャル部門】はランキングを行わない

----------------------------------------------------------------------------------開催要項は、掲載後も更新される場合があります。必ず最新のものをご確認ください。
【お問合せ先】
一般社団法人 Cheer & Dance Education イベント事務局
メール： cde-events@cheer-edu.org
※

／ Tel ： 03-5216-5596 （平日 １１～15 時）

新型コロナウイルスの感染防止対策のため、営業体制・営業時間を短縮しております。
出来る限り、メールでお問合せをいただきますようお願い申し上げます。
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