
 

第４４回全日本バトントワーリング選手権東北支部大会 

同時開催 ２０１９年ＷＢＴＦインターナショナルカップ国内選考会東北支部予選 

        ２０１９年ＩＢＴＦグランプリ大会国内選考会東北支部予選 

 

（第４２回全日本バトントワーリングコンテスト東北大会） 

（第９回 WBTF ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｶｯﾌﾟ日本代表選考会東北支部大会） 

 

 

 

【基本実施要項】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※日本バトン協会ＨＰ等で公開される本予選にかかわる規定に変更があった場合、 
この規定の内容も同様に変更します。 

 

 

２０１８年７月７日（土）～８日（日） 

 

秋田県立武道館 

 

 

 

主催 日本バトン協会東北支部 

   東北マーチングバンド・バトントワーリング連盟 

協力 秋田県バトン協会 
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大会概要 

 

【大 会 名    】 第４４回全日本バトントワーリング選手権東北支部大会 
        同時開催 ２０１９年ＷＢＴＦインターナショナルカップ国内選考会東北支部予選 
             ２０１９年ＩＢＴＦグランプリ大会国内選考会東北支部予選 

 

【開催日時】 ２０１８年 ７月 ７日（土）  １３時００分～（予定） 

             ７月 ８日（日）   ９時００分～（予定） 

 
【開催会場】 秋田県立武道館 
       秋田市新屋町字砂奴寄 2-2 

 
【主  催】 日本バトン協会東北支部 
       東北マーチングバンド・バトントワーリング連盟 

 

【協  力】 秋田県バトン協会 

 
【後  援】 秋田県教育委員会 秋田市教育委員会 青森県教育委員会 岩手県教育委員会 

       宮城県教育委員会 山形県教育委員会 

       青森県高等学校文化連盟 岩手県高等学校文化連盟 宮城県高等学校文化連盟 

       秋田県高等学校文化連盟  山形県高等学校文化連盟   

       秋田魁新報社  ＡＢＳ秋田放送  ＡＫＴ秋田テレビ  ＡＡＢ秋田朝日放送   

       エフエム秋田  

       一般社団法人日本バトン協会  

       秋田県マーチングバンド・バトントワーリング協会 

                                 （申請中） 

       

【主  旨】 
 本大会は、日本バトン協会東北支部の目的である「バトントワ―リングの普及・振興に関する事業を行い

もって、東北のスポーツ芸術・文化の発展に寄与することを目的とする」という精神のもとに東北各地から

バトントワラーが一堂に集い、技術を競うと共に、親睦を図り、東北のスポーツ・文化の発展に寄与するも

のである。 

 また、第４４回全日本バトントワーリング選手権大会東北支部予選、２０１９年ＷＢＴＦインターナショ

ナルカップ国内選考会東北支部予選及び２０１９年ＩＢＴＦグランプリ大会国内選考会東北支部予選を兼ね 

る。 

【アクセス    】 
■秋田駅より約 5.8km 

■秋田空港より約 22.4km 

 

■バスでお越しの場合 

 秋田駅西口バスターミナル 3番線 

 『県立総合プール』行き 乗車 

 『県立武道館前』停留所 下車/ 

 所要時間 25分  

  ★バス時刻表→秋田中央交通 HP 

 

■タクシーでお越しの場合 

 ◎秋田駅前⇒県立武道館 

  所要時間 20分 

 ◎秋田空港⇒県立武道館 

  所要時間 50分 

 

 

秋田オーパ 

（ＯＰＡ） 



 

- 2 - 

 

日程概要（予定） 

 
２０１８年７月 ７日 （土） 
 ◆選手権の部 準々決勝・準決勝 
  １３時００分～（予定） 
  ※ 開始時間は、エントリー締め切り後に決定する。 
  ※ 実施種目について 
    エントリー数によっては変更する場合がある。 
 
２０１８年７月 ８日（日） 
 ◆選手権の部決勝  
 ◆コンテストの部 
  ◆２０１９年ＷＢＴＦインターナショナルカップ国内選考会東北支部予選の部 
  ◆２０１９年ＩＢＴＦグランプリ大会国内選考会東北支部予選の部 

   ９時００分～（予定） 
  ※ 開始時間は、エントリー締め切り後に決定する。 
  ※ 実施種目について 
    エントリー数によっては変更する場合がある。 
 
 
 
 
 
 
 
共通規定 

 

１ 出場資格 

（1） 参加者は、申込時までに、会員組織規程に基づき、一般社団法人日本バトン協会に団体加盟している 

団体に構成員登録していること。また、ペアのメンバーは、同一支部の構成員登録者であれば他

団体の選手と組むことができる。申し込みは一方の団体より提出すること。 

（2） 同一選手の出場はコンテスト及び選手権はそれぞれ２種目、WBTF種目は３種目、IBTF種目は２種目 

までとする。 

（3） 参加に要する経費は、各参加者の負担とする。 

  

２ 演技順に関する規定  

（1） 演技順は、東北支部事務局において抽選し、種目重複選手を考慮して決定する。  

(2) 準決勝の演技順は準々決勝の演技順、決勝の演技順は準決勝の演技順とし、種目重複選手を考慮し審 

査委員会において決定する。  

 
 

 

ペア（６種目）について 
 

  今年度から、以下の通り規定が変わりました。 
 
  ペアのメンバーは、同一支部の構成員登録者であれば他団体の選手と組むことができる。 

  申し込みは一方の団体より提出すること。 
 
   現在の申込みシートでは対応が出来ませんので、他の団体の選手と「ペア」を組まれ 
 る場合、お手数ですが、marchingbaton@tune.ocn.ne.jp（奥山）までメールでご連絡下さい。 
 メールのタイトルに「４４東北ペアについて」を必ず入れて下さい。 

 連絡は、どちらか片方の団体からお願いします。 
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申し込み 

 
１ 参加申し込みについて 
 (1) 加盟団体ごとに申し込むこと。 
 (2) 経費等は指定口座に振込むこと。振り込み手数料は各団体で負担すること。納入された諸経費はいかなる 

理由があっても返金しません。 
 (3) 弁当の申し込みは、６月１０日頃ホームページに掲載します。 
 

２ 参加費について 

 (1) コンテストの部    
    〇 全国共通規定演技 １名１種目  ４，０００円 

      (バトン）                                

 (2) 選手権の部   

  ア 第４４回全日本バトントワーリング選手権大会への選考会 
    〇 ソロトワール   １名１種目  ６，０００円 
    〇 ソロストラット  １名１種目  ６，０００円 
    〇 トゥ－バトン   １名１種目  ６，０００円 
    〇 スリーバトン   １名１種目  ６，０００円 
    〇 ダンストワール  １名１種目  ６，０００円 
    〇 ペア       ２名１組   ９，０００円 
 

  イ ２０１９年度ＷＢＴＦインターナショナルカップ国内選考会東北支部予選 
    〇 スリーバトン   １名１種目  １，０００円 
    【注 ６種目の同種目に必ずエントリーすること。６種目の演技で審査する】 
      ※ スリーバトンは第４４回全日本バトントワーリング選手権東北支部大会出場者で、第１０回 

ＷＢＴＦインターナショナルカップ国内選考会東北支部予選（同時審査）にエントリーした 
選手の中から当支部の手順により日本代表選考会代表を選出する。 

    〇 アーティスティックトワール  １名１種目   ８，５００円 
    〇 アーティスティックペア    ２名１組   １３，０００円 
    〇 アーティスティックグループ  ２０名以下  ２０，０００円 
    〇 アーティスティックグループ  ２１名以上  ３０，０００円 
 

  ウ ２０１９年ＩＢＴＦグランプリ大会国内選考会東北支部予選 
    〇 ソロトワール         １名１種目      １，０００円 
      【注 ６種目の同種目に必ずエントリーすること。６種目の演技で審査する】 
    〇 トゥ－バトン           １名１種目     １，０００円 
      【注 ６種目の同種目に必ずエントリーすること。６種目の演技で審査する】 
      ※ 以上２種目は第４４回全日本バトントワーリング選手権東北支部大会出場者で、２０１９年 

ＩＢＴＦグランプリ大会国内選考会東北支部予選（同時審査）にエントリーした選手の中か 
ら当支部の手順により日本代表選考会代表を選出する。 

    〇 フリースタイル・チーム    １チーム    ２０，０００円 

 

３ エントリー数について 

 (1) コンテスト      最大２種目までエントリー出来る。 

 (2) 選  手  権       最大２種目までエントリー出来る。 

 (3) ＷＢＴＦ種目       最大３種目までエントリー出来る。 

 (4) ＩＢＴＦ種目     最大２種目までエントリー出来る。  

 

４ プログラム販売について（参加選手分（実数）のプログラムを贈呈する） 

 〇 前売り（予約販売）  ５００円 

  〇 当日売り       ７００円 
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５ 入場券について 

 (1) 前売り券は、セブンイレブンで６月１４日頃から販売する予定です。発売日等の詳細は、ホームページに掲載

します。 

 (2) 一般一日券         前売り２,２００円 当日２,５００円 

 (3) 小・中・高校生一日券    前売り１,２００円 当日１,５００円 

   ※未就学児で座席を占有する場合は、小・中・高校生券を購入すること 

   ※参加選手は二日間とも無料で観覧できる（選手席のみで可） 

    （係員が識別バッチを判読しやすいように左腕に付けること） 

 

６ 登録引率者について 

 (1) 引率者は「登録引率者」とし有料とする。 

   ※大人２，２００円、中・高校生１，２００円（二日間共通） 

 (2) 引率者の登録は、選手１６名以下は２名まで、選手１７名以上は３名までとする。 

 (3) 登録引率者用ビブスを着用し選手席及び観客席にて観覧ができます。 

 

７ 通信諸経費・その他諸経費について 

  参加団体１団体につき １，０００円  

 

８ 課題曲ＣＤ・規定演技セットなどの購入について 

 (1) 課題曲ＣＤ（１枚  2,000円） 

 (2) 全国共通規定演技セット（ＤＶＤ・ＣＤ・コンテ）（１セット 6,000円） 

   （申込み；日本バトン協会事務局へ直接申し込むこと） 

 

９ ゴミ処理について 

  ゴミは、各団体で処理すること。 

 

１０ 館内での全ての撮影を禁止します。（カメラ・携帯カメラ・ビデオカメラ等の全ての撮影） 

 

１１ 記念写真撮影について 

   大会指定業者による記念写真の撮影を希望する場合は、各自で申し込みを行うこと。 

   （当日、業者が会場で受け付ける） 

 

１２ 全国大会推薦者のプログラム掲載用の写真撮影について 

   閉会式終了後サブアリーナで行います。 

 

１３ 演技中の撮影について             

   指定業者が写真及びビデオで撮影します。撮影された写真及びビデオは二次使用（放送等）される場合が 

あります。許諾は団体毎とし、撮影を許諾出来ない場合は申込書にご記入下さい。なお、撮影の可否は団 

体毎一括とします。 

   著作権は東北マーチングバンド・バトントワーリング連盟に帰属します。 
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１４ 参加申込み 

   申込書類は東北マーチングバンド・バトントワーリング連盟のホームページからダウンロードすること。 

   受付開始 ２０１８年 ６月 １日(金) 

   受付終了 ２０１８年 ６月 ８日(金) １７：００ 

    【申し込み方法】 申込書類を印刷して郵送すること。あわせて同データをＣＤ等記憶媒体に保存の上同 

            封すること。諸経費は指定口座に振り込むこと。 

             領収書は原則として発行しません。領収書が必要な場合あらかじめ東北支部までＦＡ 

Ｘでご連絡ください。大会当日、金融機関の発行するご利用明細（振込明細）と引き 

換えにお渡しします。 

           ※申込書類の受領及び振り込みの確認をもって受付とする 

           ※申し込みに使用した記憶媒体は返却しない 

   【指 定 口 座】：ゆうちょ銀行 

             ◆ゆうちょ銀行からのお振り込み  

              記  号 １８４３０   

              番  号 ２４１１６６１１         

              口 座 名 ゼンニホンバトントワーリングセンシュケントウホクシブタイカイ 

             ◆ゆうちょ銀行以外からのお振り込み  

              店  名 八四八（読み ハチヨンハチ） 

              店  番 ８４８ 

              預金科目 普通預金 

              口座番号 ２４１１６６１  

              口 座 名 ゼンニホンバトントワーリングセンシュケントウホクシブタイカイ 

           ※振り込み者名がわかりやすいように、団体名のみを記載すること 

 

   【申込書送付先】   〒014-0027 秋田県大仙市大曲通町 13-7三浦ビル 

                    日本バトン協会東北支部事務局 宛        

                    ℡ 0187-86-0560 Fax 0187-86-0561 

 

１５ お問い合わせ 

  (1) お問い合わせは、メールでお願いします。 

  (2) メールの件名の最初に「４４選手権」を入れて下さい。 

  (3) 宛先：４４選手権事務局 

    Address：ajmbta@obako.or.jp  
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お願い 

 

１ 団体受付（選手受付） 

 (1) 登録引率者は、指定の時間に団体受付及びバトンチェックを受けること。 

 (2) 団体受付時に、選手用識別バッチ、登録引率者用ビブス及びプログラム（予約分)を配布します。受領後、 

    数を確認して下さい。 

 (3) 棄権者がいる場合は、棄権届用紙を団体受付に提出すること。審査部用、演出部用、本部用の記入が必

要です。同様に記入すること。 

 (4) 受付後、棄権する場合は大会本部に申し出て所定の手続きを行うこと。 

 

２ 選手及び引率者の入館 

 (1) 選手は、団体受付時に配布（実数）される識別バッチを左腕につけること。 

（コスチューム着用時は省略することが出来る。） 

 (2) 登録引率者は、団体受付時に配布されるビブスを着用すること。 

  

３ ウォーミングアップ等 

 (1) サブアリーナ（小道場） 

  ア サブアリーナを設ける。ただし、建物の構造上トス等の練習は不可とする。 

  イ 入場は選手だけとする。又、ＣＤ等での音出しを禁止する。 

  ウ サブアリーナ（小道場）は、演技順に係の指示に従って入場し、譲り合って練習すること。 

 (2) ウォーミングアップエリア 

  ア 演技フロア内（大道場）に、ウォーミングアップエリアを設ける。 

  イ 入場は選手だけとする。又、ＣＤ等での音出しを禁止する。  

  ウ ウォーミングアップエリアは、演技順に係の指示に従って入場し、譲り合って練習すること。 

 

４ バトンチェックについて 

 (1) ボールとティップは新しいものを使用すること。演技前にバトンのチェックを行う。（予備を含む） 

 (2) 演技フロア（大道場）・サブアリーナ（小道場）に持ち込めるバトンは、チェックを受けたバトンのみ

とする。 

 (3) バトンチェックの時間・場所は６月２５日頃ホームページに掲載します。 

 

５ 選手席ついて 

  指定された席（エリア）のみ使用可能です。なお、選手は一般席に入場出来ません。 

 

６ 競技進行について                          
 (1) セットナンバー順に行います。（演技時間は、プログラムのスケジュールと多少前後することがありま 

   すので、進行状況を各自確認し間違いのないようご注意下さい） 

 (2) 選手チェックイン時に不在でも呼び出しは致しません。 

 (3) 選手、役員・係員以外は演技フロアに入場できません。 

 (4) バトン以外の物は持ち込めません。（タオル等の使用は、指定場所のみ使用可） 

 (5) 選手チェックイン時に、実施規定事前チェックがあります。 

 

７ 開会式・表彰式・閉会式について 
 (1) 開会式（７月７日） 

    選手の整列はありません。 

 (2) 表彰式（７月８日） 

     ２日目の参加者（全種目）が全員整列します。館内放送及び係員の指示を受けてご整列下さい。 

 (3) 閉会式（７月８日） 

   表彰式に引き続き閉会式を行います。 
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８ その他                               

 (1) 武道館の外で大きな音を出さないこと。また、コスチュームのまま外に出ないこと。 

 (2) 駐車場やロビー、通路等での全ての練習を禁止する。 

 (3) 荷物や貴重品の管理は各自で行うこと。 

 (4) 一般観客、招待者の出入り口は２階正面玄関（中央）、選手・登録引率者は１階正面玄関出入り口から 

入館すること。 

 (5) メインアリーナ（大道場）、サブアリーナ（小道場）及びそれに至る経路は土足禁止。 

 (6) 館内に食堂はありません。 

 (7) 救護員を配置します。また、万が一に備え健康保険証の持参をお勧めします。 

 (8) 感染症等の予防処置としてマスクをご持参ください。 

 (9) 当日の運営に関するご意見等は、団体責任者を通じて大会本部まで申し出ること。 

   ※大会日程及び注意事項の詳細については二次案内で連絡しますので、参加者への伝達を徹底して下さ 

     い。 
 


