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参加要項
1:

参加受付期間
2021年3月1日（月）10:00 ～ 2021年3月12日（金）18:00
＊HHI JAPAN公式ホームページより、参加要項・2021年大会規定をダウンロードし必ずご一読
ください。

2:

募集クルー（チーム）数
合計36クルー（チーム）

3:

※定員になり次第締め切ります。

募集部門/対象年齢/構成人数/演技時間
部門

構成人数

対象年齢

演技時間

ジュニア

5名～9名編成

7歳～13歳

1分30秒（1分25秒～1分35秒）

バーシティ

5名～9名編成

13歳～18歳

2分

（1分55秒～2分05秒）

アダルト

5名～9名編成

18歳以上

2分

（1分55秒～2分05秒）

ミニクルー

3名編成

制限無し

1分30秒（1分25秒～1分35秒）

メガクルー

10名～40名編成

制限無し

3分～4分

オーバー40

2名～40名編成

40歳以上

2分15秒以内

＊2021年12月31日時点の年齢が対象です。
＊1クルーにつき最大2名までは、対象年齢の下の部門から上の部門への参加することが可能です。
ただし、上の部門から下への部門への参加はできません。
（例：10歳のメンバーがバーシティに参加することは2名まで可能です。
ただし、15歳のメンバーがジュニア部門に参加することはできません。）
＊クル―メンバーは１部門にのみ参加可能です。ただし、ミニクルー部門、メガクルー部門へは、
重複して参加できます。
（例：バーシティ部門、ミニクルー部門、メガクルー部門、最大3部門への参加が可能です。）
＊2021年12月31日までにに2つの年齢部門に該当するクルーメンバーは、その年度内はいずれか
の部門に参加することができます。以下の例を参照してください。
例1：12歳・13歳のクルーメンバーが2021年12月31日までに13歳・14歳になる場合は、
ジュニア部門またはバーシティ部門のどちらかを選んで参加することができます。
例2：17歳・18歳のクルーメンバーが2021年12月31日までに18歳・19歳になる場合は、
バーシティ部門またはアダルト部門のどちらかを選んで参加することができます。
4:

参加費(1名当たり）
1部門に参加する場合：5,500円（税込）
2部門に参加する場合：8,000円（税込）
3部門に参加する場合：10,000円（税込）

５:

演技順について
＊各部門の順番は以下とし、詳細な時間等は1カ月前頃にご連絡いたします。
第一部： ジュニア → バーシティ → アダルト
第二部： ミニクルー → オーバー40 → メガクルー
＊クルーの演技順は、申込手続き(参加登録＆参加費の入金確認まで)が確認できた順で決まり
ます。 申込手続きが最も早くに確認できたクルーの演技順は最後となり、申込手続きが最も
遅いクルーの演技順は１番めとなります。
ただし、2019年日本大会ディフェンディングチャンピオンの演技順は、一番最後となります。

参加要項
6:

音源について
MP3形式 事前提出
なお、楽曲使用にあたる、著作権申請の関係で、曲目リストのご提出をよろしくお願いいたします。

7:

優勝および入賞特典
【ジュニア、バーシティ、アダルト、メガクルーの各部門】
＊優勝
・世界大会への出場資格 ・賞状 ・世界大会参加費用(1名につき、1部門のみが対象）
・渡航費用補助金(渡航費用補助金は、優勝クルーへの特典です。優勝したクルーが世界大会
出場を辞退した場合は、2位・3位のクルーには、渡航費用補助金は支給い
たしません。補助金はオフィシャルツアーに限り利用可能です。ただし、世界大
会が開催されない場合は、渡航費用補助金は支給いたしません。）
・世界大会用ユニフォーム
＊準優勝・第3位
・世界大会への出場資格 ・賞状 ・世界大会用ユニフォーム
【ミニクルー部門】
＊優勝
・世界大会への出場資格 ・賞状 ・世界大会参加費用(1名につき、1部門のみが対象）
・世界大会用ユニフォーム
＊準優勝・第3位
・世界大会への出場資格 ・賞状 ・世界大会用ユニフォーム
【オーバー40部門】
＊優勝
・世界大会への出場資格(*1)（ただし、特別枠でのパフォーマンス披露のみとなります。）
・賞状 ・世界大会用ユニフォーム
★準優勝・第3位
・賞状

(*1) 優勝したクルーに世界大会出場権（演技披露の特別資格）を与えます。なお、
優勝クルーが世界大会を辞退した場合は、ヘッドジャッジを含むHHI Japan事務局にて
協議をし、アメリカ本部の承認が取れた場合は、第2位のクルーに世界大会出場権を与
える場合があります。）
8:

その他
上記項目の詳細や、ルール、規程・規約などはHHI Japan 公式ホームページにてご確認ください。
HHI JAPAN 公式ホームページ：http://www.hhijapan.com

ご参加にあたって_必ずお読みください
1:

当日のスケジュールについて
当日の出演スケジュールや集合時間は、大会の1カ月前までに各参加クルーの連絡担当者宛てにご
連絡いたします。 2021年度は二部制にて実施いたします。
第一部(13:15 ～ 15:15)： ジュニア → バーシティ → アダルト
第二部(17:40 ～ 19:45)： ミニクルー → オーバー40 → メガクルー

今後参加チームの増減により多少前後する可能性がありますので、余裕をもってご予定ください。
2:

選手の変更について
3月12日（金）18:00以降の選手変更は、下記国際大会ルールを適用します。
病気、ケガ等やむを得ない理由でメンバー変更を行う場合は、大会事務局に連絡し許可を取ること。
5人～6人編成クルー：2人までのメンバー変更が可能
7人～9人編成クルー：3人までのメンバー変更が可能
ミニクルー：1人までのメンバー変更が可能
メガクルー、オーバー40：メンバー数の3分の1までの変更が可能(小数点以下は切り捨てとする）
（例：40名のクルーは、13名まで変更可能）

3:

アップエリア、最終アップエリアの割り当てについて
本年は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点でアップエリアの使用を制限します。
舞台袖および事前場当たり、指定のアップエリアでのみ体を動かせることとします。
利用可能な時間やエリアなどについては、追ってご連絡いたします。
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から皆様のご協力をお願いします。
その他の公共施設、ホールの公共スペース、ロビー等でのアップは、他の来場者、利用者の導線の妨げ
となります上、一般来場者との接触防止の観点からも、一切禁止とさせていただきます。
他チームの演技中は、会場内の指定座席で待機をお願いします。

4:

全体ブリーフィングの実施について
表彰式の段取りや、選考後のアメリカ本選ツアーまでの流れなどについて、当日各回の開始前に大
ホール内で全体ブリーフィングを行います。全体ブリーフィングは必ずご参加ください。
また開会式と表彰式は、会場内に着席しご参加ください。

５:

受付・集合時間について
各参加カテゴリーごとに集合時間を設ける予定です。
各カテゴリーの集合時間についても1カ月前までに各参加クルーの連絡担当者宛てにご連絡いたします。
現状での想定は以下ですが、参加チーム数により変動します。
ジュニア： 11:00
バーシティ： 11:30
アダルト： 11:50
ミニクルー： 15:30
オーバー40： 15:50
メガクルー： 16:10
集合後すぐに、場当たりを行います。各チームとも1回はフルで踊れるように時間を設定いたします。

6:

選手・コーチの入場可能人数について
当日選手分＋コーチ1名分（メガクルー部門、および、オーバー40部門の10名以上構成クルーは
コーチ2名分）の入場リストバンドを受付でお渡しします。
このリストバンドをお持ちの方のみバックステージにお入りいただくことが可能です。それ以外の方は入場
券をお買い求めいただき、ご入場ください。

7:

本番時の演技開始の方法
演技開始・曲再生のタイミングについては場当たりリハーサルの際に、テクニカルスタッフより確認いたしま
す。場当たりリハーサルのスムーズな進行のため、演技開始のきっかけは必ず事前に決めておいてくださ
い。 例：誰かが手を挙げればスタート、コーチがオペレーション卓に来てキューを出す 等
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8:

新型コロナウィルス感染症拡大防止対策について
＊受付時の検温の実施について
当日の受付時に、選手・コーチに対し検温を実施します。クルーおよびクルー関係者内において
1名以上に37.5度以上の発熱が認められた場合は、該当クルーの出場を取り消します。
参加費を50%返金予定です。
全関係者に対し、受付時に「問診票」への記入・提出を義務付けます。
＊演技中以外のマスク着用の厳守
会場内では、演技中以外、マスクの着用を遵守いただきます。
舞台袖には、マスクの回収袋とマスク回収箱を各チームに用意しておきます。
ご自由にお使いください。
なお、HHIの国際ガイドラインに従い、マスクを着用して競技することも許可されています。
＊手指消毒の実施
当日はこまめな手洗い、手指の消毒をお願いします。
また、各所に消毒用アルコールを設置するほか、定期的に手すりなどの消毒も行い、
新型コロナウイルス感染拡大防止に努めます。
＊接触アプリ「COCOA」登録と神奈川県「LINEコロナお知らせシステム」への登録
来場者の際には必ず、新型コロナウイルス接触確認アプリ「COCOA」を事前にインストールした
上でご来場をお願いいたします。また、神奈川県が実施するLINEコロナお知らせシステムへの登
録もお願いいたします。
＊更衣室の使用制限
3密を避ける観点から更衣室の入室可能者数を大幅に制限します。
そのため、更衣には非常に時間がかかることが想定されます。
事前に、本番衣装を着こんだ状態で来場いただくなど、新型コロナウィルス感染拡大防止へのご
協力をお願いいたします。
なお、更衣室に起因する、集合時間・演技開始等の際に遅れが発生した場合主催者では一
切の責任を負いません。

※HHI Japanの新型コロナウィルス感染症拡大防止対策は、下記３点を遵守して、対策を講じ
ています。
・スポーツ庁発行【スポーツイベント再開に向けた感染拡大予防ガイドライン】
・横須賀芸術劇場発行【新型コロナウィルス感染症拡大防止対策】
・HHI JAPAN発行【大会開催にあたっての注意事項等】

クルー参加登録手順_ジュニア、バーシティー、アダルト部門
ジュニア部門
5名～9名編成
1分25秒～1分35秒
7歳~13歳

バーシティー部門
5名～9名編成
1分55秒～2分05秒
13歳~18歳

アダルト部門
5名～9名編成
1分55秒～2分05秒
18歳以上

参加前に必ずHP掲載の日本大会規定＆規約をご確認ください
手順1：説明会に参加
※参加者用説明会に必ず参加してください。（各クルー代表者1名以上のご参加をお願いいたします。）
※参加できない場合は、後日公開される説明動画を必ずご覧ください。(URLは後日公開いたします。）

手順2：クルー（チーム）参加登録と各種書類のアップロード
①公式ホームページにアクセス http://hhijapan.com/entry.html
・HPより「参加要項」をダウンロード
・「参加申込はこちら」をクリック、専用フォームよりクルー(チーム)情報を入力し登録してください。

②メンバーリスト作成・アップロード
Excelデータにて作成し、申込フォーム内にアップロード。
③曲目リストの作成・アップロード
Excelデータにて作成し、申込フォーム内にアップロード。
④同意書記載（直筆）・アップロード
ホームページより、同意書をダウンロードし、内容をご確認いただきましたら、クルーメンバー全員の直筆署名
をご記入ください。 全員分をpdf または、jpegデータに変換し、申込フォーム内にアップロード。
※ご提出いただけない場合、大会に参加はできません。18歳以下の方は保護者が必ず確認のうえ、ご記
入ください。

手順3：参加費用の振込
参加費用を以下口座に振込
三井住友銀行 浜松町支店

(普通)6900465

(株)トッパントラベルサービス HHI JAPAN事務局
ｶ) ﾄﾂﾊﾟﾝﾄﾗﾍﾞﾙｻ-ﾋﾞｽ ｴｲﾁｴｲﾁｱｲ ｼﾞﾔﾊﾟﾝｼﾞﾑｷﾖｸ
①参加費用： 1部門に参加する場合：5,500円（税込）
(1名当たり) 2部門に参加する場合：8,000円（税込）
3部門に参加する場合：10,000円（税込）
②参加完了後に参加人数が減った場合でも返金は致しかねますので、ご了承ください。
③振込手数料は、参加者負担となります。

申込受付期間：3月1日（月）10:00 ～ 3月12日（金）18:00必着
手順1,2,3の全てを完了し、事務局にて確認できた順で演技順が決まります。
一番早く確認できたクルーは演技順が最後になり、一番遅かったクルーは1番目の演技となります。

手順4：当日音源の提出 Mp3データで送付 WAVEファイル受付不可
当日の音源をMP3データにて、メール添付または、郵送で事務局までお送りください。

メール添付(hhijapan@tts.co.jp)
または郵送にて事務局にお送りください。

提出期限：3月19日（金） 18:00必着

クルー参加登録手順_ミニクルー、メガクルー、オーバー40部門
ミニクルー部門
3名編成
1分25秒～1分35秒
年齢制限無し

メガクルー部門
10名～40名編成
3分～4分
年齢制限無し

オーバー40部門
2名～40名編成
～2分15秒
40歳以上

参加前に必ずHP掲載の日本大会規定＆規約をご確認ください
手順1：説明会に参加
※参加者用説明会に必ず参加してください。（各クルー代表者1名以上のご参加をお願いいたします。）
※参加できない場合は、後日公開される説明動画を必ずご覧ください。(URLは後日公開いたします。）

手順2：クルー（チーム）参加登録と各種書類のアップロード
①公式ホームページにアクセス http://hhijapan.com/entry.html
・HPより「参加要項」をダウンロード
・「参加申込はこちら」をクリック、専用フォームよりクルー(チーム)情報を入力し登録してください。

②メンバーリスト作成・アップロード
Excelデータにて作成し、申込フォーム内にアップロード。
③曲目リストの作成・アップロード
Excelデータにて作成し、申込フォーム内にアップロード。
④同意書記載（直筆）・アップロード
ホームページより、同意書をダウンロードし、内容をご確認いただきましたら、クルーメンバー全員の直筆署名
をご記入ください。 全員分をpdf または、jpegデータに変換し、申込フォーム内にアップロード。
※ご提出いただけない場合、大会に参加はできません。18歳以下の方は保護者が必ず確認のうえ、ご記
入ください。

手順3：参加費用の振込
参加費用を以下口座に振込
三井住友銀行 浜松町支店

(普通)6900465

(株)トッパントラベルサービス HHI JAPAN事務局
ｶ) ﾄﾂﾊﾟﾝﾄﾗﾍﾞﾙｻ-ﾋﾞｽ ｴｲﾁｴｲﾁｱｲ ｼﾞﾔﾊﾟﾝｼﾞﾑｷﾖｸ
①参加費用： 1部門に参加する場合：5,500円（税込）
(1名当たり) 2部門に参加する場合：8,000円（税込）
3部門に参加する場合：10,000円（税込）
②参加完了後に参加人数が減った場合でも返金は致しかねますので、ご了承ください。
③振込手数料は、参加者負担となります。

申込受付期間：3月1日（月）10:00 ～ 3月12日（金）18:00必着
手順1,2,3の全てを完了し、事務局にて確認できた順で演技順が決まります。
一番早く確認できたクルーは演技順が最後になり、一番遅かったクルーは1番目の演技となります。

手順4：当日音源の提出 Mp3データで送付 WAVEファイル受付不可
当日の音源をMP3データにて、メール添付または、郵送で事務局までお送りください。

メール添付(hhijapan@tts.co.jp)
または郵送にて事務局にお送りください。

提出期限：3月19日（金） 18:00必着

