
 

第４８回全日本バトントワーリング選手権東北支部大会 

第４８回全日本バトントワーリング選手権東北支部大会コンテストの部 

第４回全日本バトントワーリングジュニア選手権東北支部大会 

2023 年 IBTF 世界バトントワーリング選手権大会日本代表選考会東北支部予選会 

《大会事務局及び各部より諸注意とお願い》改訂版 

 

◎館内では、競技フロア以外は必ずマスクを着用しソーシャルディスタンスを保ってください。 
◎感染症対策の消毒液の準備はしておりますが、除菌グッズ（可能な限りアルコール度は 70％以上）は、 
各自でも準備してください。 

◎予備のマスク、ごみ袋の準備をしてください。 

 
 
１．ビデオ撮影・写真撮影について 
・会場内でのビデオ撮影・写真撮影はできません。（携帯電話も含む） 

・携帯電話は電源を切るか、マナーモードにしてください。 

※盗撮行為排除のため、関係者・保護者への伝達徹底をお願いいたします。 

 

２．ビデオ販売・写真販売について 
・ビデオ撮影・写真撮影は支部指定業者に依頼しています。申込についての詳細は、参加団体配布袋に入っており

ますので各自で申込ください。 

 競技フロアでは、業者が競技写真を撮影いたします。2 階ロビーでは、希望者のポーズ写真を撮影いたします。 

ポーズ写真は、1 枚 1,000 円（税別）。 

 

３．チケット販売について 
 ・無観客開催のため販売はいたしません。 

 

４．出店について 
 ・出店場所は１階です。  

・密にならないようにお互いに気をつけながらご利用ください。混雑する場合は制限がかかる場合があります。 

 

５．傷害保険について 
 ・選手全員を対象に傷害保険に加入します。事故などにより大会中負傷した場合は大会本部まで、帰宅途中の事故

は 

８月１（月）までに大会事務局に必ずご連絡ください。但し、病気は対象外となります。 

 

６．持ち物について 
 ・貴重品などの紛失・盗難には一切責任を負いません。各自で管理をしてください。 

 ・貴重品やその他の持ち物については各自の責任に於いて十分にご注意ください。 

 ・ゴミは各自お持ち帰りください。 

 ・落し物・忘れ物は大会事務局で一週間保管いたします。その後連絡がない場合は処分させていただきます。 

 

７．駐車場について 

 ・併設駐車場は有料駐車場となります。お車でお越しの方はご利用下さい。 

※ 駐車料金  

一般用は 1 時間まで 100 円、以後 30 分毎 50 円 

大型・中型・準中型（マイクロバスを含む）は、1 時間 400 円 

 



 

※ 駐車場の入口ゲート・出口ゲート 

大型車・マイクロバスは北側（市民球場側）をご利用ください 

乗用車は駐車場の入口ゲート:南側、出口ゲート:南側・北側をご利用ください 

 ・駐車場での練習はすべて禁止とします。 

 ・事故等のトラブルには責任は負いません。 

 ・近隣商業施設への駐車は、ご遠慮ください（違反発覚した場合、今後大会等で使用不可となります） 

  

８．その他 
 ・会場内はフロアのみバトンシューズ使用可能です。その他は全て外履きとなります。 

・コスチュームのまま施設の共用部分には出られません。 

・大会当日の電話によるお問い合わせや呼び出しはできません。 

・応急処置用品の準備は各団体でするようお願いします。また、各団体で健康保険証の持参など必要な準備をお願

いします。 

・換気について 

コロナウイルス感染防止対策として１階フロアの窓は換気のため定期的に開放し、空気の入れ替えを実施

します。 

・本番前の移動は、各自準備したマスクやゴミ袋タオル等を手荷物入れの中へ入れて下さい。また、全ての持ち物

に名前の記入をお願いします。演技後は新しいマスクに付け替えてください。 

なお、使い終わったマスクは個人でゴミ袋に入れて持ち帰るよう、衛生面には十分気を付けるようお願いしま

す。 

・選手の大会出場日以外の入館はできません。 

・セット番号シールをご準備ください。 

 選手チェックはセット番号シールの確認で行います。 

 粘着性のある材質を使用して（サイズ目安５㎝×10 ㎝）「コート名・セット番号」を黒字で大きく記入し、衣装

の腰又は胸など剥がれにくい場所に貼ってください。 

ダブルエントリーの選手は種目ごとにご用意をお願いします。 

 

 

                （例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

《 大会の流れ 》 
 

◎館内では、競技フロア以外は必ずマスクを着用しソーシャルディスタンスを保ってください。 
◎感染症対策の消毒液の準備はしておりますが、除菌グッズ（可能な限りアルコール度は 70％以上）は、 
各自でも準備してください。 

 

１．入館について 
・入退館口は元気フィールド仙台入口です。 

靴（雨天時傘も含む）は各自手荷物として管理してください。（フロア・ストレッチエリア土足禁止） 

・タイムスケジュールで入館時間を確認し、時間を守り入館してください。 

・選手は“一般社団法人日本バトン協会 2022 年度構成員ワッペン“と”大会記念バッジ“を左腕に付けてください。 

・登録引率者は”大会記念バッジ”を左腕に、大会ごとに配布されているリストバンドは左手首に付けてください。 

・選手引率者は、大会ごとに配布されているリストバンドを左手首に付けてください。 

・入館者は全員、１人１枚入館チェックシートを記入漏れがないか確認して提出してください。 

（提出がない方の入館をお断りする場合があります。） 

 大会ごとに提出が必要です。（未成年の場合、保護者または責任者の署名をお願いします。） 

・入館時に非接触式検温器（自動消毒噴霧器付き）で検温し、37.5 度以上の方は入館できませんのでご了承くださ

い。（入館できない場合、その後の対応につきましては各団体でお願いします。） 
 
 <選手の入館について>  
  ・団体登録引率者が館内に居て大会記念バッジが受け取れない場合は、構成員ワッペンの確認と入館チェ

ックシートを提出することで入館できます。 
・退館時には座席を消毒してください。 

 

２．団体受付について 
 ・７月３０日（土） 第４８回選手権 １０：２０～１０：５０  

・１０：２０～ 宮城県 

・１０：３０～ 岩手県・山形県 

・１０：４０～ 青森県・秋田県 

           第４８回コンテストの部 １１：００～１１：１５ 

           ２０２３年ＩＢＴＦ      １３：１０～１３：２０ 

           第４回ジュニア選手権  １５：００～１５：１５ （前日に団体受付が可能です） 

 

 ・７月３１日（日） 第４回ジュニア選手権 ８：２５～ 

※ 上記の時間に団体受付が出来ない団体は事務局にメールで事前に連絡をお願いします。 

 

 ・団体受付は、入館後団体登録引率者代表が行ってください。 

 ・登録時に団体番号が必要です。団体番号一覧を参照の上、把握しておいてください。 

 ・受付付近でのソーシャルディスタンスを保ちください 

 

 <提出物> 

  ➀ バトンチェック確認表・団体登録引率者名簿 

  ② 棄権届（棄権者がいる場合のみ） 

 

 <配布物> （受け取り後、数をご確認ください） 

※ 各団体の団体登録引率者は、選手に配布する際は選手席で配布作業を行ってください。 

  ➀ 大会記念バッジ（エントリー分、団体登録引率者分） 

  ② リストバンド （団体登録引率者分、選手引率者分を大会ごと色分けしています。） 

            ※選手引率者は選手席に立ち入ることができません。 

各団体で事前に協議し、共有スペースなどで受け渡しを行ってください。 

  ③ プログラム  （参加人数分、選手引率者分、団体登録引率者分、団体用１部） 

  ③ プログラム事前申込分 （申し込みがあった団体のみ） 

  ④ 関係各社からの案内 

 

３．バトンチェックについて 
・１本ずつのバトンチェックは改めて行いませんが、各団体の責任のもとボール・ティップは事前に新しいものに

交換し団体受付時にバトンチェック確認表を提出してください。（※予備も含む。） 

 



 

 

４．選手席 
 ・選手席は、別紙会場図をご参照ください。 

 ・座席は県別に指定された場所に着席ください。座席を必ず各自で消毒し、退館ください。 

 ・座席では感染予防対策のため、声援や不必要な会話はおやめください。 

 ・選手席での飲食は可能ですが、黙食・ごみの持ち帰りを徹底してください。 

 ・選手席でのメイクは可能ですが、メイク類が床や座席等に付着しないよう使用後は清掃する。 

 

５．更衣室 
 ・更衣室については、別紙（１Ｆ更衣室について）会場図でご確認ください。 

（施設共用の更衣室となりますのでご注意ください） 

・更衣室以外での更衣は厳禁とします。 

 ・私語厳禁とします。 

 ・更衣が終わりましたらその付近を除菌し速やかに退室してください。 

 

６．ストレッチ 
 ・ストレッチエリア（バトン使用不可）で行ってください。 

 ・演出部《タイムスケジュール 》をご参照ください。 

 ・エリアに入る際は係員にセット番号シールを見せてください。 

 ・入場は選手のみとし、音出しは出来ません。 

 ・ストレッチエリアの入り口でバトンシューズに履き替えてください（選手席・通路は外靴着用） 

   

７．選手の動線・選手チェックイン 
 ・演出部からの《競技前後の動線》をご参照ください。 

  

８．開会式 
 ・開会式はアナウンスのみとします。（選手の整列はありません） 

 ・ウォーミングアップエリアにいる選手は、その場に座って待機してください。 

 

９．競技フロア開放について 
 ・フロア開放を希望される選手はご利用ください  

・第４８回コンテストの部のフロア開放はありません 

 

<実施予定時間> 

・７月３０日 第４８回選手権    １１：１５～１１：３５  

       ２０２３年ＩＢＴＦ  １５：２０～１５：４０ 

       第４回ジュニア選手権（宮城県） 

         〃   宮城県Ａ １７：２５～１７：４５ 

                 ※１７：１０～入館可能・北西入口を利用し手荷物は壁際に置いてください 

                 ※１８：００まで退館 

         〃   宮城県Ｂ １７：４５～１８：０５ 

                 ※１７：３０～入館可能・南西入口を利用し手荷物は壁際に置いてください 

                 ※１８：２０まで退館 

 

  宮城県Ａ：聖ドミニコ学院中学高等学校、Baton studio CLEAR 
SOLEIL、 Jewel Baton Team、常盤木学園高等学校バトント
ワリング部、 
ＰＬ宮城ＭＢＡ 

                  宮城県Ｂ：リトルスターバトン、リトルスターバトン・キッズ、FICS・Ｍ、 

FICS・Ｍジュニア 

・７月３１日 第４回ジュニア選手権 ８：４５～９：３０ 

             岩手県・山形県  ８：４５～９：０５ 

             青森県・秋田県  ９：１５～９：３５ 

 

10．表彰式・閉会式・大会結果 
 ・閉会式はせず、閉会宣言のみ実施します。 

 ・コンテストの部は演技後、フロアで表彰致します。(競技フロア図参照) 
 ・準決勝の決勝進出者はアナウンスと貼り出しにより発表します。 
   （貼り出し予定場所：選手席後方通路・選手引率者席後方通路・団体受付付近） 



 

 ・大会結果・順位（８位まで）・全日本推薦者は日本バトン協会東北支部 HP に掲載いたします。 

 ・賞状・推薦状・スコアシートは団体ごとに一括して郵送いたします。 

  

《競技全体の注意》 
 ・各種目の競技開始時間に課題曲を 2 回流します。 

 ・チェックインに来ない選手について呼び出しはしません。 

 ・競技フロアには選手のみ入場できます。 

 ・選手の名前をアナウンスし、“ミュージック”の合図で課題曲が流れます。 

 ・演技は必ず最終音で終了してください。 

 ・競技中、事故防止のためやむを得ず競技を中断する場合がありますのでご了承ください。 

  

  

 

団体番号一覧 

1 八戸市立柏崎小学校バトン部  13 リトルスターバトン・キッズ 

2 バトンチーム Aries 14 ＰＬ宮城ＭＢＡ 

3 Baton Team Fluorites 15 Baton studio CLEAR SOLEIL 

4 Rainbow Baton Twirlers 16 常盤木学園高等学校バトントワリング部 

5 ＰＬ岩手ＭＢＡ 17 聖ドミニコ学院中学高等学校 

6 Zeal バトントワラーズ 18 秋田フリップバトンサークル 

7 Zeal バトントワラーズ Jr 19 フリップバトン クリスタル 

8 S.K BatonTwirling MORIOKA 20 秋田バトンクラブ 

9 Jewel Baton Team 21 Lilla バトン studio 

10 FICS・Ｍ 22 秋田令和高等学校バトントワリング部 

11 FICS・Ｍジュニア 23 鶴岡バトンスクール Ray 

12 リトルスターバトン 24 山形ジュニアバトントワリングスクール 

（順不同） 

 

 

11．お問い合わせ・連絡先について 
  ・問い合わせ、連絡は、メールで受付する（団体責任者からに限る） 

・メールの件名に「件名・団体名」入れてください。 
・大会専用メール宛先 

touhoku_baton@yahoo.co.jp 


