
  2023/2/1 作成 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 年 6 月 4 日（日） ＠つくば市民ホールくきざき 

10:00 開場／10:30 開演／13:30 終演 （予定） 

茨城県中高生ダンスコンテスト「THE LIGHT」とは…  

茨城県内の中学・高校の部活動や同好会を対象としたダンスコンテスト。  

ジャンルに関わらず、自分達の感性や表現したいテーマに迫り寄り、 想像力と創造力を発揮し、 

丁寧に磨き上げられた作品を評価するコンテストです。 

 

【開催概要】 

■大会名   第 5回 茨城県中高生ダンスコンテスト「THE LIGHT」 

■開催日時  2023年 6月 4日（日） 10：00開場／10：30開演／1３：３0終演 （予定） 

■開催会場  つくば市民ホールくきざき（〒300-1255茨城県つくば市小茎 318）  

■チケット  一般：2,200円  学生（4歳～大学生以下）：1,100円 ※税込  

■主催    特定非営利活動法人Dance Association Seeds（DAS） 

■共催    筑波大学舞踊研究室  

■後援    茨城県、茨城県教育委員会、茨城県高等学校体育連盟、茨城県女子体育連盟、 

つくば市、つくば市教育委員会 

■表彰    【 優勝 】 優勝旗、トロフィー、賞状 

【準優勝】 トロフィー、賞状 

【 3位 】 トロフィー、賞状 

【特別賞】 賞状 ※参加チーム数に応じて選出 

募集要項 
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【はじめに】 

 茨城県中高生ダンスサミットの開催も第５回目となります。新型コロナウイルスへの対応が変化しつつある今、引き

続き参加者の皆様にはご協力をお願いする場面もあるかとは思いますが、どうかご理解いただけますと幸いです。

（大会開催にあたっての感染症対策ガイドラインはホームページで掲載中です） 

 中高生パフォーマーの皆様にとって学びがあり、練習の成果を存分に発揮できるような大会を、皆様と一緒に創っ

てまいりたいと思います。たくさんのご参加お待ちしております！ 

また、今後の社会情勢の変化によって、本要項の内容に変更が生じる可能性もございます。加えて、申込み状況や

社会状況により、安全上・財政上の観点から開催が困難であると判断した場合は、大会の開催が中止となることもご

ざいます旨、予めご了承ください。 

 

 

 

―――――――――――  募集要項  ――――――――――― 

 

【参加資格】 学ぶ機会や交流の機会に興味関心を持ち、積極的に参加してくれるダンス・チア・新体操など、  

         身体パフォーマンスを行っている茨城県内の中学・高校の部活動及び同好会。   

※1団体から 1チームまで参加可能 

（同校にダンス部とチア部があった場合、どちらの団体からも 1チームずつ申込み可能） 

【チーム人数】 ７名以上  

【演技時間】   ５分以内  ※規定の時間を超えた場合は審査の対象外となります 

※無音での演技も演技時間に含まれます 

【作品内容】   ５分以内のオリジナル作品  ※次ページの「パフォーマンス条件」を必ずご確認ください 

【参加費】    2,200円×出場人数（税込）  ※5月中旬にご請求額とお振込み方法をお知らせいたします 

【審査の観点】 ジャンルに関わらず、自分達の感性や表現したいテーマに迫り寄り、想像力と創造力を発揮し、  

丁寧に磨き上げられた作品を評価します。 

【審査方法】   審査委員を 4名配置し、以下の通り審査を行う。 （審査要項は大会本部が定めます） 

１．大会趣旨に照らし合わせながら、各審査委員が各々の観点で採点（100点満点／整数）  

２．別途、以下の４項目への投票を行う 

 

①表現性に優れた作品（情緒やエナジーに溢れた作品）  

②技術レベルの高い作品（身体操作技術に優れた作品）      

③構成力に優れた作品（時間軸、空間軸における構成に優れた作品）  

④オリジナリティー・インパクトに秀でた作品（独自性を持ち、観る人に驚きや衝撃を感じさせる作品） 
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【パフォーマンス条件】 

◇基本舞台：横幅約８間（約１５m）、奥行き約７間（約１２.５m）、高さ 約７。５ｍ 

床面＝リノリウム バック幕＝ホリゾント幕  

◇音響：マイクの使用は不可  

◇照明：プロによる照明がつきます。基本的に照明さんにお任せとなります。 

    ※作品の始まり方（板付／音先）のみお聞きします 

◇舞台装置：舞台装置の使用を希望される場合は、参加申込みの際にご相談ください。   

・大道具は不可。 

・出場者自身が手動で出し入れできる簡素な美術と小道具のみ使用可能。 

・滑り止めのシート等は１分以内に転換できるもののみ使用可能。 

・火気や水等の使用および白塗り等汚れの残る物の使用、設置は不可。 

・撤去が困難な装置は使用不可。 

 

◇大会当日、各チームでご用意いただくもの   

・作品で使用する小道具等（チーム情報提出の際にお知らせください）  

 

◇作品制作にあたっての注意事項  

【禁止事項】 

・舞台から客席に下りる行為や、客席や花道を使ったパフォーマンスは禁止   

・差別的な表現や、他人を貶めるような表現は禁止   

・控室及び会場におけるマナー違反や、公演のスムーズかつ公正な実施・運営を妨げる行為は禁止 

 

新型コロナウイルス感染対策として、下記をお守りください 

① 演技時（本番）のマスクの着用は任意とする（本番以外は常にマスクを着用すること） 

② 演技の前後は手指消毒にご協力ください 

 

演技構成上の制約は、特に設けませんが、各校の定める新型コロナウイルス感染予防対策を 

遵守して、作品制作を進めていただけますようお願いいたします。 

 

※2023 年 2/1（水）時点の情報です。今後の状況によって変更する場合もございます 

※DAS が定める感染症予防対策ガイドラインにつきましては、ホームページをご確認ください 

（本要項の末尾に URL を掲載しています） 

 ※上記[禁止事項]に反した場合は、審査の対象外となる場合があります 
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―――――――――――  その他の確認事項  ――――――――――― 

■演技順 

大会事務局にて抽選を実施いたします。演技順は後日お送りする「大会当日の詳細連絡」でお知らせいたします。 

 

■提出物 

参加受付後、大会運営に必要な資料を以下のスケジュールでご提出いただきます。  

【5/12（金）まで】 ①チーム情報（※） ➡ フォーム提出 

②参加者名簿    ➡ フォーム提出 

③使用音源 ➡ メールでデータ送信 

※チーム情報は基本情報／作品の始まり方・終わり方チーム／作品紹介文／チーム写真／使用楽曲情報等です 

 

■フィードバック 

審査委員からの一言コメントをまとめた「フィードバックシート」を後日お送りします。点数の公開は行いません。 

 

■引率者 

引率者は各チーム 1人とします。引率の方には「引率者証」をご用意します。 

＊引率者・出場者席を用意いたします 

 

■参加者の肖像権 

本大会における参加者の肖像権については、大会事務局に帰属されます。予めご了承ください。 

 

■写真・動画の撮影 

本番中の撮影・録画・録音は、一切禁止とさせていただきます。 

その代わり、大会の記録映像・記録写真の販売を行いますので、ご利用ください。 

 

【大会の中止・出演キャンセル】 

■大会の中止について     

以下の場合、大会の中止を検討いたします。中止となった場合の参加費は後日全額返金いたします。 

・天災等で交通機関に大きな乱れが生じた場合 

・災害や荒天により出場者や関係者に危険が及ぶと判断された場合 

・使用する会場から中止の要請があった場合（火事、事故、新型コロナウイルス対応による休館など) 

・使用する会場のある地区に避難指示／避難勧告／避難準備情報が出ている場合 

・イベント会場のある地区に、緊急事態宣言及び自粛要請が出た場合 

・申込み状況や社会状況により、安全上・財政上の観点から開催が困難と判断した場合 
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【参加申込み方法】 

■募集期間  2023年 3月 20日（月）10：00～4月 14日（金）18：00  ＊先着 20チーム 

「第 5回茨城県中高生ダンスサミット参加申込みフォーム」より、 必要事項をご入力の上、お申込みください。 

https://req.qubo.jp/das_dance/form/dancesummit2023entry 
 

※右のQRコードからもお申込みいただけます 

※先着順での受付となります（20チーム） 

※お申込み受付後、事務局より返信メールを送ります（自動返信メールとは異なります） 

3営業日（月曜～金曜）たっても返信がない場合は、お手数ですがお電話にてご連絡ください。 

info@das-dance.com からメールが受け取れるように設定をしてください。 

 

＊申込みの際の必要項目  

①参加団体情報（学校名、部活・同好会・チーム名、所属人数、代表者情報等） 

②参加イベントの選択（THE LIGHT／WE ARE／両方） 

③参加チーム情報（部活・同好会名、出場予定人数、リハーサル希望の有無、連絡担当者情報） 

④「第 5回茨城県中高生ダンスサミット」への参加同意 

※記載された情報をそのまま今大会の広報物に使用いたします。間違いのないようご注意ください 

※メールアドレスは添付ファイルが受け取れるアドレスをご入力ください（資料はメールで送ります）    

※本番前日 6/3（土）16:00～20:30にステージでのリハーサルが可能です（1チーム７分程度） 

 

■参加費の支払いについて    

大会開催日よりも前にお振込みいただきます。 

お支払い方法の詳細については、事務局より追ってご案内いたします。     

 

※参加費は出場人数によって変わります。 ※2,２00円×出場人数（税込） 

※申請後も、5/12（金）までは人数変更が可能です。原則、これ以降は変更ができませんのでご注意ください 

※お振込期間は 5/15（月）～5/26（金）です 

※参加費のお支払い後、参加キャンセルや参加人数の変更が生じた場合は、参加費の半額を返金いたします 

（振込手数料を差し引いての返金になります。予めご了承ください） 

 

■出場キャンセル・出場人数変更について     

下記の期限までにDAS事務局へメールでご連絡ください。電話でのご連絡は受付いたしかねます。 

◎チームキャンセル期限 ➡ 5/5（金）まで      

◎出場人数の変更期限  ➡ 5/12（金）まで 

上記の期限後にキャンセルされた場合、また、当日欠席の場合は参加費の半額を後日返金いたします。 
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【申込み～大会当日までのスケジュール】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/20（月） 【参加募集開始】　4/14（金）まで

▼参加申込みフォーム
https://req.qubo.jp/das_dance/form/dancesummit2023entry

＊参加受付後、事前提出物等についてお知らせいたします

5/5（金） 【チームキャンセル締切】　＊事務局までメールでご連絡ください

5/12（金） 【提出物締切】　①チーム情報 （作品情報／チーム・作品紹介文／チーム写真／使用楽曲）

　　　　　　　　　　②参加者名簿　③音源

＊出場人数の変更は5/12（金）まで可能です
＊チーム情報・参加者名簿はフォーム提出（名簿は専用Excelデータに入力）
＊音源はメール提出（容量が大きいものはファイル共有サービスをご利用ください）

5月中旬
【詳細連絡】
＊当日タイムテーブル等の詳細連絡をお送りします

5/26（金）
【参加費振込 締切】
＊参加費は5/12（金）までにご提出いただく「チーム情報」の人数をもとに決定します

6/3（土） 【リハーサル】　＊希望チームはリハーサルが可能です（1チーム7分程度）

6/4（日） 【本番】

参加申込みフォーム
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＜＜お問い合わせ＞＞ 

特定非営利活動法人 Dance Association Seeds 内 

茨城県中高生ダンスサミット運営事務局 

〒305-0821 茨城県つくば市春日 3-20-12  

電話：029-859-3313 ／ メール：info@das-dance.com 

【会場へのアクセス】 

所在地 ： 〒300-1255茨城県つくば市小茎 318 

電話 ： 029-876-3311 （つくば市民ホールくきざき） 

 

●電車 ＪＲ常磐線「牛久」駅下車：関東鉄道バス「森の里」行 「茎崎支所前」下車 

●車の場合 圏央道牛久阿見 ICより約 20分 圏央道つくば牛久 ICより約 20分 

常磐自動車道谷田部 ICより約 13分 常磐自動車道桜土浦 ICより 30分 

※駐車場あり（300台程度） ※大型バスの駐車も可能です 

 

 

【感染症対策のガイドライン】 

ホームページに掲載している「第 5 回茨城県中高生ダンスサミット_新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」

に示す感染予防対策にご理解・ご協力をお願いいたします。 

 また、大会当日に少しでも体調に不安がある場合は、参加をお控えください。参加費の半額を返金いたします。 

 

➡http://das-dance.com/res/docs/guideline_covid19-dancesummit_2023.pdf 

 

 

 

 


