七色に輝け！！パフォーマンスコンテスト

レインボーカップ 2021

募集要項 【9/19 訂正版】
主催／特定非営利活動法人 Dance Association Seeds（DAS）
協力／筑波大学舞踊研究室、
（株）GRANDSOUL、D-Life Entertainment

パフォーマンスコンテスト「レインボーカップ」とは…
観客を鼓舞し楽しませることを最重要ポイントとし、パフォーマンス性と完成度の高い作品を評価します。
パフォーマンス的要素の強い身体活動（ダンス・スポーツ・ニュースポーツ・チアリーディング等）を対象とし、
舞台でのパフォーマンスをもとに審査を行い、7 つの賞とグランプリを授与します。

（１）はじめに
今年度も昨年度と同様に、コロナ禍での大会実施となります。そのため、開催方法が例年と大きく異なりますことをご了承く
ださい。
（
「（2）開催方法」を参照）
感染リスクを全くなくすことはできませんが、新型コロナウイルス感染予防対策を実施し、安全に開催できるよう準備を進め
てまいります。
（募集要項末尾「レインボーカップ 2021 新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」を参照）
なお、感染者数の急増などによる社会状況の変化や、国や県、市からの指示に合わせて、開催方法を変更する場合もあります
ことを、予めご了承ください。
このような状況下ではありますが、身体パフォーマンスに日々真剣に取り組む皆様と共に、パフォーマンス文化の発展につな
がる意義ある大会を創っていきたいと願っています。
本大会へのご参加を心よりお待ちしております。そして何より、皆様の渾身のパフォーマンスをご披露いただけることを期待
しています！

（２）開催方法（※2021 年 9 月時点）
新型コロナウイルス感染予防対策として、会場内の三密を回避するため、入場制限付き有観客の【演技・審査日】及び、大会
の様子をインターネット上で配信する【配信・結果発表日】に分けて開催する。
【演技・審査日】→牛久市中央生涯学習センター文化ホールにて演技を行い、審査委員が審査を行う（入場制限付き有観客）
【配信・結果発表日】→入場制限付き有観客での開催となる代わりとして、後日、大会の様子をまとめた映像をライブ配信する。
また、審査結果の発表は配信の中で行う（Vimeo にて限定公開／見逃し配信 1 週間）
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（３）開催日程
【演技・審査日】 2021 年 12 月 26 日（日）牛久市中央生涯学習センター文化ホールにて演技・審査
ソロ・大グループ部門 A ブロック

受付 9:30 ／開演 10:00／終演 11:30

ソロ・大グループ部門 B ブロック

受付 12:30／開演 13:00／終演 14:30

小グループ部門 A ブロック 受付 15:30／開演 16:00／終演 17:30
小グループ部門 B ブロック 受付 18:00／開演 18:30／終演 20:00

・参加者が会場に滞在する時間を短縮するため、演技は、ブロック単位（1 ブロック 90 分）で行う
・1 ブロックあたりの会場に滞在する人数を 500 人までに制限する

（参加者・スタッフ・関係者含む）

※牛久市中央生涯学習センター文化ホールの収容人数は 1,198 人（通常時）
・審査委員はこの日に会場で審査を行う
・
【演技・審査日】のブロック分け・順番は、厳正なる抽選で決定させていただきます。
※希望時間などの要望にはお応えできませんので、ご了承ください。

★【演技・審査日】の観覧について
各ブロック、出場者 1 人につき 1 名まで会場でご観覧いただけます。観覧チケットは 1,100 円で販売いたします。
※詳細は参加お申込み後にお知らせします

【配信・結果発表日】 2022 年 1 月 9 日（日）

パフォーマンス映像のライブ配信・審査結果発表

第 1 部（大グループ部門・ソロ部門）10:00～13:30
第 2 部（小グループ部門）15:00～18:30

・各チームの演技と審査結果の発表をライブ配信する（Vimeo にて限定公開／見逃し配信 1 週間）
・配信は部門ごとに行う
・観客投票によって決定する「イエロー賞」は、すべての作品を配信後、視聴者によるリアルタイム投票を実施し、配信内で
発表する（審査結果一覧は、後日 DAS ホームページでも掲載します）

（４）競技方法
パフォーマンス的要素の強い身体活動 （ダンス・スポーツ・ニュースポーツ・チアリーディング等）で構成された
作品を舞台で発表し、そのパフォーマンスをもとに審査を行う。審査は、3 部門に分けて行う。
■ソロ部門

1 人（3 分以内）

■小グループ部門

2 人～10 人のグループ（3 分以内）

■大グループ部門

11 人以上のグループ（3 分以内）

定員：10 人
定員：30 チーム
定員：20 チーム

※自由形式の 3 分以内のオリジナル作品であること
※1 グループにつき 1 作品とする
※他のダンスコンテスト等で優勝した作品での参加は不可とする（※参加申込みの時点で）
※同部門に重複しての参加は不可（他部門は可）とする
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（５）表 彰
各部門でグランプリ（レインボーカップ）と 7 つの賞を授与する。
※ソロ部門はグランプリのみとする
【グランプリ】

最も優れたパフォーマンス作品 ＜レインボーカップ賞＞

【レッド賞】

表現性に優れた作品

【ブルー賞】

技術レベルの高い作品

【グリーン賞】

構成力に優れた作品

【パープル賞】

オリジナリティ･インパクトに秀でた作品

【ライム賞】

審査委員長特別賞

【オレンジ賞】

DAS 理事長賞

【イエロー賞】

オーディエンス賞（ライブ配信後、観客の投票により決定します）

（６）審査委員

※敬称略

寺山 由美

（筑波大学人間総合科学研究科 准教授）

KENTA

（HOODJAM DANCE STUDIO 代表）

田巻 以津香（東海大学体育学部生涯スポーツ学科 准教授）
林田 祐樹

（特定非営利活動法人 Dance Association Seeds 理事長）

（７）参加資格
①

パフォーマンスチーム及び個人

②

年齢制限はないが、監督 1 人で引率できること

［ 参加申込み時の注意事項 ］


18 歳未満は保護者の同意を必ず得る



同部門に重複しての参加は不可（他部門は可）



他のダンスコンテスト等で優勝した作品での参加は不可（※参加申込みの時点で）



参加者は、各自の責任において健康管理に十分配慮の上参加する



傷害保険は、参加者が必要に応じて加入しておく（主催側では加入していません）



競技実施中に発生した傷害・疾病等については、主催者で応急処置を行うが、その後の責任は負わない



その他、参加者は、申込み受付後に送付する「参加要項」の記載事項を厳守する



大会当日、体調に不安のある方は参加を控える



チームのメンバー・指導者に茨城県外の在住者がおり、その地域に県外への移動自粛要請が出されている場合は、参加を控
えていただく場合がある

3

（８）参加費

※部門により異なります ※配信視聴 URL 料金 1 名分（2,200 円）を含みます

【ソロ部門】

4,400 円（参加費 2,200 円、配信 URL 視聴料金 2,200 円）

【小グループ部門】

3,850 円（参加費 1,650 円、配信 URL 視聴料金 2,200 円）×参加人数

【大グループ部門】

3,300 円（参加費 1,100 円、配信 URL 視聴料金 2,200 円）×参加人数

※消費税込みの金額です（10%）


参加費のお支払い方法
12 月上旬に代表者様へ請求書をお送りいたします。振込にてお支払いをお願いいたします。



参加キャンセルについて【キャンセル期限 11/19（金）
】
期限内のキャンセルについては請求いたしません。期限を過ぎると、参加費の半額を請求させていただきます。
大会当日、少しでも体調に不安のある場合は、参加をお控えください。参加費の半額を返金いたします。



参加者の皆様への配信視聴 URL 配布方法
代表者様へお送りいたしますので、参加者へ共有お願いいたします。

（９）パフォーマンス条件 ※全部門共通


演技時間：3 分以内
※板付にかかる時間や捌けるまでの時間は含みません。無音での演技も演技時間にカウントされます。
3 分を超えた場合は審査の対象外となるのでご注意ください。



基本舞台：横幅約 14m×奥行き約 10 m×高さ 8m ／ 床面＝リノリウム ／ バック幕＝ホリゾント幕
【参照】牛久市中央生涯学習センター文化ホール技術資料
https://www.clef.co.jp/ushiku/



舞台照明：簡単な照明がつきますが、審査に影響することはありません。
各チームに、希望する照明の色を「1 色」お伺いし、それをもとに照明スタッフが照明をつけます。



舞台音響：ホールに設置されている基本音響設備となります



舞台装置：舞台装置を使用する場合は、参加申込みの際に必ずご相談ください
※



大道具は不可。出演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出演者自身が手動で出し入れでき、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、設置・撤去が困難な装置は使用不可

その他注意事項
※

当日、規定の人数でない場合は審査の対象外となります（演技していだくことは可能）

※

マイクの使用は不可

※

ステージ以外の場所での演技は不可。審査の対象外となります

※

規定の時間（3 分）を超えた場合は審査の対象外となります

※

演技時（本番）の新型コロナウイルス感染予防対策として、以下お守りください
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 演技の前後はスタッフの指示のもと、手指の消毒を行うこと
③ 故意の発声は禁止（パフォーマンス後の「ありがとうございました」なども禁止とさせていただきます）
④ パフォーマー同士の距離、接触については特に制限しません
※演技構成上の制約は特に設けませんが、各団体の定める新型コロナウイルス感染予防対策を遵守して、
作品制作を進めてくださいますようお願いいたします
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（1０）大会の中止について
以下のような状況の場合、大会の中止を検討いたします
・

使用する会場から中止の要請があった時（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

・

交通機関がすべてストップした時（電車、バス、高速道路）

・

イベント会場のある地区で大きな地震が起こったとき（震度 5 弱以上）

・

荒天による特別警報発令時（大雨・大雪・暴風・暴風雪）

・

大規模な災害の情報が入り、多くの人が不安を感じている場合

・

イベント会場のある地区に、緊急事態宣言等が発令された場合
※大会が中止になった場合には、参加費を全額返金させていただきます

（１１）参加申込み方法
「レインボーカップ参加申込みフォーム」よりお申込みください
https://req.qubo.jp/das_dance/form/rainbow2021entry
※

お申込み受付後、自動返信メールとは別に、DAS より申込み受付メールを送ります
3 営業日（月曜～金曜）以上返信がない場合は、お手数ですが DAS までお電話ください

※

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

チーム名・フリガナ

②

人数（予定人数でも構いません）

③

応募部門（ソロ・小グループ・大グループ）

④

代表者氏名・連絡先

⑤

担当者連絡先（氏名・電話番号・メールアドレス）

レインボーカップ 2021
参加申込みフォーム

※資料をメール添付で送りますので、添付ファイルが受け取れるメールアドレスをお書きください
⑥

前日リハーサル希望の有無と希望時間帯
本番前日 12/25（土） 16:00～21:30 の間に本番の会場である牛久市中央生涯学習センター文化ホールで、リハーサルが可
能です（1 チーム 3 分程度）
※参加申込の先着順で受け付けます。申込み多数の際は、リハーサルができない場合もありますので、予めご了承ください

★募集期間

2021 年 10 月 3 日（日）10:00 ～ 10 月 15 日（金）18:00

※各部門、先着順となりますのでお早めにお申込みください
※期間外のお申込みは受付いたしかねます
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レインボーカップ 2021 新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン
2021/9/2 発行
特定非営利活動法人 Dance Association Seeds

参加者・スタッフ・関係者の安全を確保するため、会場である牛久市中央生涯学習センター文化ホールが示す「牛久市中央生
涯学習センター文化ホール新型コロナウイルス感染拡大予防主催者用ガイドライン」及び緊急事態舞台芸術ネットワークが示す
「舞台芸術公演における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」、公益社団法人全国公立文化施設協会が示す「劇場、
音楽堂等における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」の考え方・対策を活用し、感染予防対策に取り組みます。参
加者・スタッフ・関係者の皆様においても、感染予防対策にご理解・ご協力をお願いいたします。

特に、会場に滞在する人の数を制限し、短時間で密にならないような大会運営を行ってまいります。以下、具体的な内容です。


1 ブロックあたりの上演時間を 90 分以内とし、滞在時間を短くする



1 ブロックに出演する人数を 150 名程度とする（スタッフ・関係者・観客含めホール内の人数を 500 名以下に制限する）



演技・審査・撮影を行い、大会の全容は後日、動画配信するという形式で、大会を開催する（見逃し配信 1 週間）



1 ブロックごとに控室、会場内の換気・消毒を行う



演技・審査・撮影中もこまめにドアを開け、換気をする



ステージ上、ステージ袖、控室など各スペースで密にならないよう、スペース毎に人数を制限する



集合、解散が密にならないよう、時間を調整する



当日、体調確認（シートの提出）
、検温、手指の消毒を徹底する（スタッフ、参加者、関係者全て）



会場内では常にマスクを着用することを徹底する（スタッフ、参加者、関係者全て）※但し、演技時（本番）は任意とする



当日の表彰式は行わない（受賞者の発表は大会配信日に行う）



参加者、スタッフ、関係者の氏名と連絡先を把握する（保管期間 1 ヶ月）
。また、必要に応じて保健所等の公的機関へ提供
する



大会当日、体調に不安のある者は参加を見合わせるよう周知する（スタッフ、参加者、関係者全て）



その他、必要に応じて対策をとる



このガイドラインをお守りいただけない場合は、退出していただく場合もある

＜参考＞
■牛久市中央生涯学習センター文化ホール新型コロナウイルス感染拡大予防主催者用ガイドライン
https://www.clef.co.jp/ushiku/?page_id=252
■緊急事態舞台芸術ネットワーク

舞台芸術公演における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン

http://jpasn.net/stage_guideline0630a.pdf
■公益社団法人全国公立文化施設協会

劇場、音楽堂等における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン

https://www.zenkoubun.jp/covid_19/files/0918covid_19.pdf

応募・お問い合わせ：NPO 法人 Dance Association Seeds（レインボーカップ事務局）
〒305-0821
電話

茨城県つくば市春日 3-20-12

DAS 内 レインボーカップ事務局宛

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