第 32 回

弁慶まつり

「紀州弁慶よさこい踊り」
第 20 回大会 参加要項（一般用）
【１】開催日

２０１８年１０月６日（土）開催
（雨天の場合１０月７日（日）に順延、７日が雨天の場合は中止）
【２】参加要件
◎衣装・メイク・振り付け自由
◎チーム人数・・・５人以上
◎鳴子を持って踊る（必須条件）
【コンテストでの演舞の際、鳴子を持っていないチームは、審査対象外となり決勝戦へは進めませ
ん】
◎曲・・・５分以内、各参加団体でアレンジしたもの
◎参加費 １名につき￥２５００（高校生以下の参加者は無料）
※メンバー表にご記入の参加者数×2,500 円を本書裏面に記載の口座にお振込み下さ
い。メンバー確定時で結構です。振込手数料はご負担願います。
※一度、お支払い頂いた参加費については、返金いたしかねますのでご了承ください
◎定数・・・５０チームになり次第、〆切らせていただきます
【３】会場・時間（予定）
【新設】アオイ通りパレード演舞会場
１２：１０～１４：３０
演舞披露のみ（詳細は、アオイ通りパレード演舞会場案内をご覧ください。）
※高校生以下の参加者がチーム全体の８０％以上を締めている場合、
闘鶏神社特設会場または扇ヶ浜パークサイド特設会場での演舞はございません。
闘鶏神社特設会場、扇ヶ浜パークサイド特設会場
１０：００～１５：００
演舞披露のみ（会場・演舞時間は主催者が指定）
※高校生以下の参加者がチーム全体の８０％以上を締めている場合、
１会場のみの演舞とさせていただきます。
扇ヶ浜特設舞台
「第２０回 紀州弁慶よさこい踊りコンテスト」
コンテスト予選 １０：００～１５：３０
決勝・受賞発表 １７：３０～２０：００
花火大会後：総踊り
大通りパレード
１６：３０～１７：３０
各地域のよさこい祭りの総踊り曲でのパレードを実施。
（参加チームの状況により実施する曲、連の構成を決定）
※会場、時間は、参加チーム数の状況等により上記予定から変更することがありますのでご了承
ください。
【４】コンテスト審査方法（扇ヶ浜会場）
●予選審査
・ブロックごとに予選を実施（全５ブロックを予定）
・１ブロックから上位２チームが決勝進出（予定）。

・審査項目は「衣装」
「曲」
「表情」「鳴子さばき」「踊りの完成度」「パフォーマンス」とし、各１
０点の合計６０点満点で評価。
・各チームから必ず１名ずつ審査員を派遣頂き、自チームが所属しないブロックの審査を担当いた
だきます。スケジュールの都合上、審査ブロックと演舞時間が重なる場合がありますので、参加
メンバー以外で審査員を派遣するなどのご対応をお願いします。
（審査員を派遣できないチームは、自チーム審査の際、１０点減点とします）
・申込み〆切後ブロック分け抽選会を開催いたします。（日程は追って連絡いたします。）
●決勝審査
・審査項目は予選と同じ。
・実行委員会が選任した審査員（7 名程度）により審査を実施。
●賞
・６つの審査項目「衣装」
「曲」
「表情」「鳴子さばき」「踊りの完成度」「パフォーマンス」の点数
により、大賞、準大賞、３位までを表彰。
・副賞として、大賞チーム賞金１０万円。その他各賞に副賞あり。
※アオイ通り会場・闘鶏神社会場・その他会場での演舞の際、主催者より素晴らしいパフォーマンスを
披露した方にメダルを授与いたします。そのメダルを授与された方のみ総踊りで舞台に上がれること
とします。
（１チーム２名程度。サブ会場にて演舞されないチームには扇ヶ浜会場にて授与します）
・すばらしいダンスを披露した人
・一生懸命で感動を与えてくれる人
・衣装、化粧、髪型などパフォーマンスに優れている人
などなど審査員の目に留まった人

※参加申込について（必要な手続き）
チェックボックス□にレをつけて手続き漏れのないようお願い申し上げます。

次の①～③を郵送かＦＡＸ、メールにて下記宛にご提出下さい。
□①参加申込書・・・（〆切り８月６日（月）迄にご提出願います。）
□②チームＰＲ用写真
（弁慶まつりパンフレット、ホームページ等掲載用。写真を郵送頂くか、画像データをメールでお送り下さ
い。お申込時にご準備が難しい場合はご連絡下さい。8 月 6 日（月）までにご提出いただけない場合はパ
ンフレットに掲載できないことがあります。
）

□③メンバー表
（参加者が決まりしだいお送り下さい。参加者一覧、年齢、18 歳以上の参加者数、参加費額を明示いただ
ければ様式は問いません。
）

□④参加費
（参加者が決まりしだい下記口座へお振込願います。一度お支払い頂いた参加費については、返金できま
せんのでご了承願います。振り込み手数料はご負担願います。
）

□⑤音源
お申込み時点で曲のご準備が出来ている場合は音源をＭＤで３部ご郵送下さい。（返却します）
録音は必ずＳＰモード（標準録音）でお願いします。ＬＰモード（長時間録音）では再生できません。

尚、定数となり次第締切らせていただきますのでご了承下さい。

振込先口座
金融機関名：紀陽銀行
支 店：田辺支店
口座番号 ：１０８１６２５
名
義 ：弁慶まつり実行委員会よさこい部会

申し込み先 〒646-0033

種
会計

別：普通預金
山﨑

裕也

和歌山県田辺市新屋敷町１番地 田辺商工会議所内
弁慶まつり実行委員会 よさこい部会「第 20 回 紀州弁慶よさこい踊り」係
担当：山﨑・中山
ＴＥＬ ０７３９－２２－５０６４ ＦＡＸ０７３９－２５－２７８３
ｅ-mail yeg@tanabe-cci.jp
弁慶まつりＨＰ http://www.kishu-benkei.com/

第 32 回 弁慶まつり 第 20 回 紀州弁慶よさこい踊り

アオイ通り
パレード演舞会場

祝２０周年
特別企画

概要
紀州弁慶よさこい踊り誕生 20 周年を記念して、アオイ通り会場においてパレード演舞会場を設けます。
従来の各地区（和歌山・田辺・新宮）の総踊り曲を使用したパレードとは別に、これまでの舞台固定型のアオイ
通り会場から形を変え、各チームのオリジナル曲で演舞する、紀州弁慶よさこい踊り初となるパレード形式会場
「アオイ通りパレード演舞会場」を新設します！

参加条件
先着 20 チーム程度、対象チームは一般チームのみ。
（ジュニアチームは不可）
自チームの曲によるパレード形式での演舞ができるチーム。
地方車は主催者側で用意したもののみを使用し、地方車の持ち込みは不可とします。

スケジュール
弁慶まつり当日【２０１８年１０月６日（土）
】１２：１０～１４：３０を予定

アオイ通りパレード演舞会場

会場図
場所：アオイ通り（右図の通り）
演舞スペース：全長約 90ｍ、道幅約 9ｍ

ｽﾀｰﾄﾗｲﾝ

パレード形式演舞におけるルール
・踊り子の隊列は、縦 4 列程度を基本とし、
しながら演舞して

さい。

・演舞回数は、1 チーム 1 回（1 曲）とします。
演舞距離

1 回の演舞で、ゴールライン（90m 地点）まで
して

約 90ｍ

さい。

・曲の終わりで 90m 地点に到達していない場合は、
その地点で終了となります。

ｺﾞｰﾙﾗｲﾝ

演舞終了後は、スタッフの指示に従い退場して
さい。
・円滑なパレード運営にご協力お願いします。
・その他詳細については、参加チーム説明会でお知らせします。
参加希望の方（一般チームのみ）は別紙申込書により、お申し込み

さい。

一般

2018 年

「第２０回 紀州弁慶よさこい踊り一般の部（中学生以上）」参加申込書

弁慶まつり実行委員会よさこい部会｢紀州弁慶よさこい踊り｣参加ルール並びに下記約束事項を守り参加いたします。
田辺市新屋敷町１番地 田辺商工会議所内 弁慶まつり実行委員会よさこい部会 行

平成

年

代表者名

月

日
印

フリガナ
チーム名
チーム所在地
（市町村名）
参加会場
(１、２、３の
いずれかに○を
して下さい)

踊り子数

現在
最終目標

名
名（予定）

１、 第 20 回紀州弁慶よさこい踊りコンテスト（扇ヶ浜会場）
＋ 市街特設２会場（闘鶏神社、扇ヶ浜ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞを予定）
２、 【先着 20 チーム程度】 第 20 回紀州弁慶よさこい踊りコンテスト（扇ヶ浜会場）
＋ ｱｵｲ通りﾊﾟﾚｰﾄﾞ演舞会場 ＋ 市街特設１会場（闘鶏神社 or 扇ヶ浜ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞを予定）
３、第 20 回紀州弁慶よさこい踊りコンテスト（扇ヶ浜会場）のみ

パレード

各地よさこい祭りの総踊り曲によるパレードの実施を検討しています。実施する場合、以下の
どの連での参加を希望しますか？（いずれか一つに○）
①弁慶まつり連（田辺【曲：弁慶よさこい ODOROLAYO!、弁慶魂 MISETAROLA!!】
）
②紀州よさこい連（和歌山市【曲：YAPPA 紀州】
） ③ハレヤ連（新宮【曲：あしたもハレヤ！】
）
④参加しない

雨天順延の場合

参加する

・

参加しない

（いずれかに○）
（必ずご記入下さい）

代 表 者

氏名：
TEL：
（
）
メールアドレス：
〒
住所：

携帯：
FAX：
（

）

＠

副代表者
（当日の緊急連絡時に
備え、代表者以外の方
の携帯番号を必ずご
記入下さい）

氏名：
TEL：
（

携帯：
）

派遣審査員名

ＰＲコメント

FAX：
（

）

審査員携帯：

（100 文字以内）

（小冊子及び当日の
チーム紹介用）

（例.「構えて」の後）
音出しのタイミング

過去受賞歴

（年度・ｲﾍﾞﾝﾄ名・受賞名）

（他ｲﾍﾞﾝﾄ含む）
《申込・参加にあたっての約束事項》
１．申し込み時に頂いた個人情報は、弁慶まつりの運営に関する利用の他、県内よさこいイベントの情報提供に利用することを承諾
します。
２．「紀州弁慶よさこい踊り」参加中における当チーム関係者のけが等に関しては、その責任を弁慶まつり実行委員会に追及いたしません。
３．参加チーム及び踊り子は、当実行委員会がこの祭りの普及振興の為に使用する限り、肖像権・著作権等を主張いたしません。

以 上

※ご記入の際に不明な点等がございましたら、お気軽に下記までお問い合わせください。
本票送付先･お問い合わせ先 〒646-0033 田辺市新屋敷町１番地 田辺商工会議所内
弁慶まつり実行委員会よさこい部会「紀州弁慶よさこい踊り」係宛
TEL 0739-22-5064／FAX 25-2783
本件担当/山﨑・中山
ホームページアドレス：http://www.kishu-benkei.com/
E-メール：yeg@tanabe-cci.jp

