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名　称

期　日 2018年7月15日（日）～16日（祝・月）

2018年7月16日（祝・月）・・・・・選手権の部（Ａ・Ｂ）・チームの部決勝

  アーティスティックトワール・アーティスティックペア・フリースタイルチーム

参加人数によって実施日が前後する場合もあります

日本ガイシスポーツプラザ（日本ガイシホール）

〒457-0833 名古屋市南区東又平ヱ町5-1-16 ℡　052-614-3111

主  催 日本バトン協会 東海支部

後　 援

（申請予定）

種　目

部　門

・男子Sr部門

・男子Sr部門 ・男子Ad部門

３）

・U-12部門 ・U-15部門 ・U-18部門 ・O-19部門

４） ソロストラット（Ａ）

・ダンストワールと同じ

５） ペア（A)

・ダンストワールと同じ

６） スリーバトン（Ａ）

・トゥ―バトンと同じ

　* 選手権Bについては男女混合とする。

*

1)アーティスティックトワール

・女子ジュニア部門(12～17歳） ・男子ジュニア部門（12～17歳）

・女子シニア部門（18歳～21歳） ・男子シニア部門（18歳以上）

・女子アダルト部門（22歳以上） (男子１８歳以上はすべてシニアに統合されました）

（２０１９年１２月３１日までに繰り上がる年齢）

２）アーティスティックペア

・ジュニア部門（12～17歳） ・シニア部門（18歳～21歳） ・アダルト部門（22歳以上）

＊性別区別を行わない。又2人の内、年齢の上の部門とする

３）フリースタイルチーム

・１２歳以上、性別区分無し、６名から８名（補欠２名を用意する事が出来る）

境界線を明示、中央に十文字印を明示する。

*

　チーム

初級・・・・・・自由演技　　　(技能ライセンス3級まで)

中級・・・・・・自由演技　　　(技能ライセンス2級まで)

上級・・・・・・自由演技　　　(技能ライセンス1級まで)

演技内容  選手権の部　(Ｂ）

全種目とも自由演技(3スピン,シングルのジムナステｲックム-ブメント迄）

 選手権の部（Ａ）

全種目とも自由演技(無制限)とする。

　アーティスティックペア

　フリースタイルチーム

全種目とも自由演技(無制限)とする。

　アーティスティックトワール

ペア種目のように複数の構成員によって編成される種目への参加は、同一団体の構成員で編成すること。

＊演技フロアー・・・アーティスティックトワール・アーティスティックペア縦6m×左右12ｍ（目安）　チーム・・・・縦１５ｍ×左右２５ｍ

フリースタイルチーム、アーティスティックペア種目のように複数の構成員によって編成される種目への参加は　　　　　　　　　　　　　　同一団体
の構成員で編成すること。

実施要項

会　場

愛知県、愛知県教育委員会、財団法人愛知県体育協会、名古屋市、名古屋市教育委員会、財団法人名古屋市教育スポーツ協会

午後１時～午後６時〈予定〉

2018年7月15日（日）・・・・・・・ 選手権の部（Ａ・Ｂ）準々決勝及び準決勝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第４３回バトントワーリング東海支部大会

日本マーチングバンド協会東海支部、一般社団法人日本バトン協会

第４３回バトントワーリング東海支部大会　

チームの部

１）初級・中級・上級

・男女プライマリー部門(小学校3年生以下）

・男女シニア部門

・男子JrU-1２部門

・男女ジュニア部門（中学生以下）

選手権の部

1)　ソロトワール（Ａ）

・女子U-9部門

・女子U-15部門

・女子U-22部門

・女子U-12部門

・女子U-18部門

・女子O-23部門

・男子JrU-１７部門

2)　トゥーバトン(Ａ）

・女子U-12部門

・男子Ad部門

・女子U-18部門

ダンストワール（A）

・女子U-15部門

・女子O-19部門

・男子JrU-1２部門 ・男子JrU-１７部門



＜2＞

演技曲 自由曲 初級 1分30秒～2分30秒

中級 2分00秒～3分00秒

上級 2分30秒～3分30秒

　選手権の部　

「Solo Special」(１分45秒)【バトントワリング競技６種目課題曲】

「Two Baton　&　Pair Special」(1分30秒)【バトントワリング競技６種目課題曲】

「輝きの時」(1分3４秒)【バトントワリング競技６種目課題曲】

「栄光へのマーチ」(1分30秒)【バトントワリング競技６種目課題曲】

「Two Baton　&　Pair Special」(1分30秒)【バトントワリング競技６種目課題曲】

「Two Baton　&　Pair Special」(1分30秒)【バトントワリング競技６種目課題曲】

　 アーティスティックトワール・・・

アーティスティックペア・・・・・・

フリースタイルチーム・・・・ 自由曲　3分00秒～3分30秒以内（過不足10秒以内）

※【バトントワリング競技６種目課題曲CD】 1本 2，160円（送料別）

※【ＷＢＴＦアーティスティック課題曲CD】 １本 1，080円（送料別）

購入希望の方は、日本バトン協会事務局にお問い合わせください

〒110-0015 東京都台東区東上野６丁目１０番1号　大崎ビル３０３号室 ℡・Fax （03）5830-7864

参加資格 平成３０年５月１８日(金）現在、一般社団法人日本バトン協会に加盟登録していること

参加費 初級の部 ・チーム1組1,000円×人数

中級の部 ・チーム1組1,500円×人数

上級の部 ・チーム1組2,000円×人数

　選手権の部（Ｂ）　　1種目 　1名　4,000円 選手権の部 （Ｂ）ペア部門　１組　 7．000円

　選手権の部（Ａ）　1種目　 1名　5,000円 選手権の部 （Ａ）ペア部門　１組 　8，000円

アーティスティックトワール1名　 5，000円

アーティスティックペア　　　　　1組 　8，000円

フリースタイルチーム　　　1組　20，000円

　　　　　＊ 一度納入された参加費は原則として払い戻しはしません。

参加制限 1) 出場種目数は、初級・中級・上級の部及び選手権の部（Ａ・Ｂ）は制限がありません。

＊選手権Ｂ（準選手権）で過去に入賞した選手は選手権Ｂには出場できません。

2) ペアは2人のうち年齢が上の者の部門とする

3) チームは1チーム6～8名で編成する。部門については構成メンバーのうち、年齢が上の者の部門とする

演技順 1) 実行委員会で抽選により決定する

2) 選手権の部

1部門のエントリー数が多数の場合は準々決勝及び準決勝を行い、その上位者で決勝を行う。

3) チーム(初・中・上級）・アーティスティックトワール・アーティスティックペア・フリースタイルチームは演技順に従って行う

4) 複数の種目にエントリーをしている場合、演技順が５番以内に接近している時は、選手の申し出により

先に出場する種目の演技を一番初めに変更することができる

審査員 日本バトン協会公認審査員

アーティスティックトワール・アーティスティックペア・フリースタイルチームはＷＢＴＦ公認審査員が行う

審　査 　初級・中級・上級(チーム)の部

１） 審査員3名により100点法(少数点なし）で採点を行う

　選手権の部 （Ｂ）

１） 準々決勝及び準決勝・決勝は3名により10点法(少数点2位まで）で採点を行う

　選手権の部 （Ａ）

１） 準々決勝及び準決勝は審査員3名～5名、決勝は審査員5名により10点法(少数点2位まで）で採点を行う

２）アーティスティックペア・・・審査員3名～5名により10点法により採点

順位の決定 　

チーム 1) チームの順位は席次点により決定する。同席次の場合は合計点数による。

同席次、同点の場合は同位とし、次の位を空位とする。ただし、1位が同席次、同点の場合のみ

3名の審査員の投票により決定する

2) チームのタイムオーバー、人数の規定違反は受賞対象外とする

選手権Ｂ 1) 選手権（Ｂ）の準々決勝、準決勝を複数コートで行う場合は点数合計による。

2) 選手権（Ｂ）の準々決勝、準決勝を単一コートで行う場合は、点数を席次に換算する。席次合計により決定する。

3) 選手権（Ｂ）の決勝順位は席次合計点により決定する。

同席次、同点の場合は同位とし、次の位を空位とする。

ただし、1位が同席次、同点の場合は３名の審査員の投票により決定する。

３）フリースタイルチーム・・・審査員3名～5名により100点法により採点

ペア（Ａ・Ｂ）・・・・・・・・・・・・・

ソロストラット（Ａ・Ｂ）・・・・・・

スリーバトン（Ａ・Ｂ）・・・・・・・

ソロトワール(A・B) ・・・・・・・・

１）アーティスティックトワール・・・審査員3名～5名により10点法（少数点2位まで）で採点

　チーム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ダンストワール（Ａ・Ｂ）・・・・・

トゥーバトン（Ａ・Ｂ）・・・・・・・

 　　 ＷＢＴＦアーティスティック課題曲
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順位の決定

選手権Ａ １） 準々決勝を複数コートで行う場合は、各審査員の得点からペナルティ審査員の減点を差し引いた点数合計により決定する。

２） 準々決勝を単一コートで行う場合は、各審査員の得点からペナルティ審査員の減点を差し引き席次に換算する。席次合計に

より決定する。

３） 準決勝及び決勝順位は各審査員の得点からペナルティ審査員の減点を差し引き席次に換算する。席次点を上下カットしたもの

の合計により決定する。

４） 準決勝、決勝進出下限位が同点の場合は進出できる。

５） 決勝順位が同席次の場合は審査員全員の席次点合計とする。更に同席次の場合はペナルティ減点後の点数合計による。

同席次、同点の場合は同位とし、次の位を空位とする。

ただし1位が同席次、同点の場合は、再演技を行い、5名の審査員の投票により決定する。

(選手が3人以上の場合は5名の審査員とペナルティ審査員の採点により決定する)

アーティスティック １） 審査員の得点を席次に換算する。席次合計により決定する。同席次の場合は点数合計により決定する。

フリースタイルチーム

表　彰

申し込み 出場者は各団体ごとでHPより申込書をダウンロードし必要事項を記入の上、大会事務局へ送信(Ｅメール）してください。

 なお、参加費は下記口座へ振り込むこと

※ 締切　平成３０年５月１８日(金)
※ いかなる理由があっても、締切に間に合わなかったもの、

あるいはFaxによる申し込みは受け付けない。

※ 申込み用紙は各自コピーして保管ください。

その他 1) 下記参加団体打ち合わせ会議に必ずご出席ください

日時 平成３０年　６月 １７日（日） 18：０0～19：30

場所

℡　052-331-2141

2) 観覧には入場整理券が必要となります

1日券 1,５00円(前売り・当日券共)

3) カメラ・ビデオの撮影について

カメラ・ビデオの撮影は肖像権により一切禁止です。

大会事務局 〈問合わせ先〉

〒460-0022

　 〈申込み先〉

Ｅメールアドレス ｔｏｋａｉ_2005_sb@yahoo.co.jp

〈参加費振込先〉

【郵便振替口座】 口座番号 12140-8-8913731

口座名義 バトントワリング東海大会　代表者　服部美佐

【他金融機関からの振込み口座番号】

※ 第２４回愛知県大会とは振込み先が違いますのでご注意下さい。

ゆうちょ銀行　

    名古屋市中区金山５－１　　

同席次、同点の場合は、同位とし次の位を空位とする。ただし1位が同席次、同点の場合のみ審査員の投票により決定とする。

［店名］　ニー八（ニイチハチ）　［店番］２１８　普通預金［口座番号］８８９１３７３

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL/FAX　　　　052-265-9251　

愛知県名古屋市中区金山２－１１－６　　カーサ金山２０１　

表彰については、エントリー数により決定。（参加団体打ち合わせにて報告いたします）

日本特殊陶業市民会館　第一会議室

第４３回バトントワーリング東海支部大会事務局　　　　　　　　佐野圭子気付


