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WINTER FESTIVAL 2012 IN KAMEOKA ミュージック・ダンス コンテスト要綱 

ウィンターフェス実行委 員会  

■規定■（2012 年度） 

 

＜大会の目 的＞ 

・本大会は関 西に在住する小学 生以 上の方を対象とし、大会を通して音 楽・ダンス・スポーツ・演出・作 品創り・実

演等、創 意工 夫する力を養 い、創造 的な活動を経 験し、また他チームとの競演を通し、互いに交流を深め、刺激し

合い、より高い自己 実 現の達成を目指すことを 目的とする。 

 

＜大会＞ 

エントリー開 始 平成 23 年 11 月 1 日 

エントリー費  一人につき 3,000 円（傷害 保 険料 含む）一 人 500 円のチケットを 6 枚配 付します。 

※エントリー費の一 部は、東 日本 大震 災継 続支 援のため 日本赤 十字 社を通 して募 金いたします。 

参加 年齢  小学 生 以上（１８歳未 満の場 合は保護 者の同意が必 要） 

出場チーム数 （エントリー先着順） 

【会場】 

ガレリア亀 岡コンベンションホール 

リハーサル受付 日 時平成 24 年 1 月 4 日（水）午後６：３０受付 

本番 日 時 平成 24 年 1 月 5 日（木）9：00 会場 

開始１1 時～ 

＜出場資 格＞ 

・出場者は国 籍・性別を問わず関西に在住する年齢 規 定 （小学生以 上）に該当する個 人または団体の者でプロ・ア

マを問わない。 

・18 歳以下の者については保護 者の同 意を必 要とする。 

＜エントリー＞ 

・エントリーは受 付開 始日より先着順 とする 
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・エントリー方法は専 用のエントリーシートを大会 実行 委 員会へ郵 送またはＦＡＸにて行う。電話でのエントリーは受け

付けない。 

・手続きは大会 規定のエントリー用紙へ記 載事 項に従って行なうこと。年齢・性別の虚偽 申告、申 込者 本 人以 外 の

出場は認めない。 

これらが発覚 した場 合はエントリーおよび出場を取り消しとする。 

・エントリー人数は原 則として 1 チームにつき 1 名以上 30 名以内とする。30 名を超えるチームは大会 実行 委 員会 ま

でご相談 下さい。 

・ 受付エントリー数が規定数を超える場合は状 況により追 加出 場を認めることもあるが、その選考は大会 実行 委

員会に委ねるものとする。 

・エントリー費は 1 人につき 3,000 円(傷害保 険料・を含む)とし、予選大 会の受 付で支 払うこととする。 

・エントリー受付のお知らせは、代表 者のメールアドレスに通知を行い完 了とする。 

・予選大会の詳細は代表 者 へ案内をする。 

＜審査＞ 

・審査員の選 定は大 会実 行 委員 会が行い、その審査 員 が審査する。 

・審査基準は、技 術・振付・エンターテイメント性・独創性 にて審査する。 

＜パフォーマンス＞ 

・ダンス・音 楽のジャンルは問わない。但し、公 衆良 俗に反 すると大 会実 行委 員会が判 断したパフォーマンスは

禁止とする。その判断 基準は大会 実行 委員 会に委ねるものとする。 

・パフォーマンス時には音楽 の使用を原 則とする。 

・小道具の使 用は原 則として認める。但し、事前に大 会実 行委 員会へ報告し許可を得 ること。危険が予 測され

る道具、火気・水・煙、その他会 場使 用規 定に反するもの、または他の演技に影 響 を及ぼすと大会 実 行委 員会

によって判 断されたものは禁 止する。 

小道 具の準 備・設定・使用 は出場者が行うこと。 

・ ・原則としてパフォーマンスの再実 行は認めない。但し、音 出しや照 明等の機材トラブルや主催者 側のミスによ

るものはその限りではない。 

・演目順番は会場にて発表 され、その順にパフォーマンスを行うこととする。・パフォーマンスはステージ上手から

の入退場 とし、下 手からの入 場および退場はできない。 
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＜使用楽 曲・音源＞ 

・使用音源はＣＤ、ＭＤ（ＬＰモードは禁 止）のいずれかを使 用すること。 

・ＭＤまたはＣＤは使用音 楽 のみを収録したものに限り、複数 曲収 録したＭＤまたはＣＤに関しては使用 音源とし

て認めない。 

・使用音源（ディスク）にチーム名・代表 者名を表示し当 日大 会実 行委 員会へ提出 する。原則として提 出した音

源は返却 しないものとする。 

・バックアップ音源（予 備）を必ず用意しておくこと。 

・使用する楽曲は日 本音 楽 著作 権協 会（ＪＡＳＲＡＣ）に登録されている楽曲または著作 権フリーの楽曲であるこ

と。 

 

＜大会の中 止および中断＞ 

・イベント進 行中に危 険な状 態になったり、進行を続ける事が著しく困難になった場合 は、大会 実 行委 員会の

判断によってイベントを途中 で中断または中止する。 

・イベント内 容などが都合により変更 となる場合があることを、予め了承下さい。 

・荒天・地震・風水 害・降雪・事件・事故などによる大会 中 止の場合を除いて入場 料及 びエントリー費の返 金は

しない。 

＜その他＞ 

・スタッフの注意や指 示に従 っていただけない場合や不 快 な行為を行った場合は審査 拒否の対 象とし、演技 及

び審査が終 了した後においても適応する。 

・（練習等）・着替えおよび化 粧などは、大会 実 行委 員会 が指定したエリアに限定する。 

・代表者は大 会実 行委 員 会 から要請があった場合、身 分 を証明できる書類（免 許証・保険 証・学生 証・パスポ

ート等）を提示しなければならない。 

・マスコミ関係の取 材・報道 に関しては、必ず事前に大 会実 行委 員会に報 告し許可 を得ること。許可を得ていな

い取材は原 則として禁 止とする。 

・傷害保険に含まれる項目 以外の、事 故・障害に関して一切の責 任を負いません。 
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・  

・ ■個人情 報の取り扱いについて■ 

主催 者は、個人 情報の重要 性を認 識し、個人 情 報の保 護に関する法律 及び関連 法 令などを遵守し、大 会の

個人 情報 保護 方針に基づき個人 情報を取り扱います。 

本情 報は大 会参 加者へのサービス向上を目 的とし、参加 案内、記 録通 知、関 連情 報 の通知、次 回大 会の案

内、大会 協賛・協 力・関係 各 団体からのサービスの提供、記録 発表に利 用する。 

■傷害保 険 加入について■ 

・ 傷害保 険については大会 実行 委員 会にて加入する。 

(保険は出 場者が傷害を負った場合に適 用されます、物品 破損には対応 していません） 

・ 保険料についてはエントリー費（3,000 円）に含む。 

■使用楽 曲における音楽 著 作権について■ 

・コンテストで使用する楽 曲 の著作権に関する管 理団 体 への申請手 続きは大 会実 行 委員 会がおこなう。 

・コンテスト出 場者は使 用する楽曲を事 前に大会 実行 委 員会へ届 出（申請）をすること。著作権 使 用料につい

てはエントリー費（3,000 円）に含む。 

 

・ タイムスケジュール等詳 しい詳細は、京 都亀 岡キックボクシングジム http://kameokasinmon.racms.jp/ 

以上のホームページにて随 時発 表いたします。 

・  

ウィンターフェス実行委 員会   

・ 住所〒621-0843 京都府 亀 岡市 西つつじヶ丘 大山 台２－１－５ 

・ TEL 077-22-2124 

・ 京都 亀岡キックボクシングジム ウィンターフェス 2012 実行委 員会 宛 

・  
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・  


