ダブルダッチチャレンジ in 東京 2019
参加者募集
ダブルダッチの世界大会・国際大会で毎年日本のチームが大活躍しています！そんなダブルダッチ大国である
日本は世界から注目を集めています！二本のロープを交互に回して跳び、その中でダンスや、アクロバット も
できる注目のストリートスポーツ！
初めてダブルダッチにチャレンジする人、チーム、保護者の方に向けた競技を設け、誰でも簡単に参加できる
ダブルダッチチャレンジ in 東京を開催します！
競技種目は【ひとりでチャレンジ！】【チームでチャレンジ！】【フュージョン発表会】【フュージョンワール
ドカップ！】と盛り沢山！！
さらに今年から「全国都道府県ジャンプスル―チャレンジ」 が加わります！全国のダブルダッチ協会で
ジャンプスル―の回数を競い、2019 年度の日本チャンピオンを決めます！！
年齢、性別、所属団体など垣根を超えた初めてのチャレンジ！！本大会での記録を日本ダブルダッチ協会の公認
記録として認定します。その後、年度末に都道府県協会のチャンピオンを決定します。
ダブルダッチ初体験の方、ステップアップを目指す方、学校や職場などでダブルダッチを教える方、皆さん、
エスフォルタアリーナ八王子に集合！！！

【開催日】 2019 年 12 月 14 日（土）
【募 集

期

間】2019 年 10 月 21 日（月）～2019 年１0 月 31 日（木）まで

【主 催】 特定非営利活動法人日本ダブルダッチ協会（JDDA）
【会 場】 エスフォルタアリーナ八王子
（〒193-0941 東京都八王子市狭間町 1453 番の 1 ）
【協 力】 日本学生ダブルダッチ連盟、JDDA 公認インストラクター
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＜募集要項＞
【競技会参加料（1 名分）】※事前申込のみ
〈ひとりでチャレンジ！〉と〈チームでチャレンジ！（3 人以上何名でも可）〉
〔園児〕

参加費

〔小学生以上〕

参加費

会員登録不要

500 円

JDDA 会員

1,000 円

JDDA 非会員

1,500 円

【競技会参加料（1 チーム分）】※事前申込のみ
〈フュージョンワールドカップ！〉

〈フュージョン発表会〉
参加費
会員非会員関係無く
（3 名～９名まで）

1,000 円

参加費
会員非会員関係無く
（10 名以上何名でも可）

1,500 円

【全国都道府県チャレンジ！】NEW！！ ※原則事前申込
参加費
会員非会員関係無く

無料

（注）１．各競技種目の参加料は上記のとおりです。
２．観覧者は競技会への参加はできません。観客スペースでの観覧のみとなります。
３．参加料にはスポーツ傷害保険加入料が含まれます。
４．参加者は必ず、体育館用シューズを持参してください。※観覧者の皆様もスリッパをご持参ください。
５．会場での個人の過失による事故やけが、荷物の紛失などについては、主催者側では一切の
責任を負いません。

※シクミネットでのエントリーが必要です。是非お気軽にエントリーください！

【申込方法】

JDDA シクミネットよりお申込ください。→

https://m5.members-support.jp/jdda/

・各エントリー方法は JDDA シクミネットのエントリー詳細を必ずご確認ください。
・非会員の方も「JDDA シクミネット」への登録が必要となりますのでご注意ください。
・「JDDA シクミネット」ご登録の上、入会費・年会費をお支払い頂きますと〈JDDA 会員〉となります。
・「JDDA シクミネット」ご登録のみして頂き入会費・年会費をお支払いしない場合〈JDDA 非会員〉となります。
・団体管理者のアカウントをお持ちの方は、団体まとめてのお申込も可能になります。

【参加料支払期日】 2019 年 11 月 5 日（火）まで
※シクミネットの返信に記載の日時とは異なる場合がございますが、上記期日までとさせて頂きます。

【お支払い方法】
JDDA シクミネット内からお支払ください。エントリー時は「選考中」となります。不備の確認後「受付確定」
となり、お支払いが可能となります。必ずお支払い期日をご確認の上、ご対応 ください。不備があった場合、
こちらで順に「取り消し」をさせて頂きます。その際は、再度エントリーください。
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【部門説明】
《部門》
園児
小１,２
小３,４
小５,６
中学生以上
パパママ

《説明》
園児対象
小学校１,２年生対象
小学校３,４年生対象
小学校５,６年生対象
中学生以上であればどなたでも参加可能
お子様をお持ちのパパ、ママ対象。年齢制限はありません

【競技説明】
《ひとりでチャレンジ！》
・ターナーは、保護者の方、コーチの方でも参加 OK！
・ターナーは JDDA インストラクターでも行います。エントリー時にご希望ください。

［部門］→〈園児〉〈小１,２〉〈小３,４〉〈小５,６〉〈中学生以上〉〈パパママ〉
ベーシックジャンプ
（両足跳び）
かけあし跳び
ジャンプスルー
総

合

競技時間の 30 秒間で、両足ジャンプを何回跳べるかを競います。
競技時間の 30 秒間で、左右交互にステップを踏み、それぞれの足が床についた回数を
カウントします。
競技時間の 30 秒間で、ジャンプスルー（１抜け）を何回跳べたかを競います。
３種目の総合点を競います。
※ジャンプスルーは回数の５倍の点数を加算します。

《チームでチャレンジ！》
・各競技へチームから３名選出して競技に参加します。
※各競技へメンバーが重複して参加する事は認めますが、競技中の途中交代は認めません。

［部門］→〈園児〉〈小１,２〉〈小３,４〉〈小５,６〉〈中学生以上〉〈パパママ〉
ダブルアンダー
（二重跳び）

サイドスライド

ターナーターン

ターナーチェンジ

スピードリレー※

総

合

競技時間の 30 秒間で、ダブルアンダー（二重跳び）を何回跳べたかを競います。
ジャンパーは両足跳びのみ有効となります。
ジャンパーが１回のジャンプで２本のロープを跳んだらカウントする。
競技時間の 30 秒間で、サイドスライドを何回跳べたかを競います。
スライドは左右交互に行い、ジャンパーは両足跳びのみ有効となります。
ジャンパーがサイドスライドからベーシックに戻るロープをミスなく跳んだらカウント
する。
競技時間の 30 秒間で、ターナーターン（A メン）を何回跳べたかを競います。
ターナーターンは左右交互に行い、ジャンパーは両足跳びのみ有効となります。
ターナーがターンした後のベーシックロープをミスなく跳んだらカウントする。
競技時間の 30 秒間で、ターナーチェンジ（シャー）を何回出来るかを競います。ターナー
チェンジは３人が決まった順番で行い、ジャンパーは両足跳びのみ有効となります。
ターナーが交代をして、次のジャンパーがミスなく跳んだらカウントする。
競技時間の 1 分 30 秒間で、30 秒ごとにジャンパーを交代します。３人のかけ足跳び
（右足のみ）の合計回数を競います。ターナーの交代の仕方は自由です。
５種目の総合点を競います。
※ターナーターン、ターナーチェンジは回数の５倍の点数を加算します。

※ＨＰ上の動画をご参照ください。
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《フュージョン発表会！》
1 チーム 3 名〜9 名まで、フュージョン発表会！部門はございません。
演技時間：3 分まで ※エントリー時に申請した人数での構成に限ります。

《フュージョンワールドカップ！》
１チーム１０名以上で、盛大なパフォーマンス！部門はございません。
演技時間：6 分まで ※エントリー時に申請した人数での構成に限ります。

【全国都道府県チャレンジ！】NEW！！

※原則両部門共に事前申し込み

どこの都道府県が一番記録を伸ばせるか！真の日本一を決定します☆
初めての全国の都道府県統一チャレンジです☆一緒にダブルダッチを盛り上げましょう！！
レベルに関係なく気軽にお申込ください！
《全国都道府県チャレンジ！ジャンプスルー！》
１分間にミス無く「１抜け」を跳べた人数を競います。
・人数制限 1 チーム 50 名まで
※50 名以上のエントリーがある場合、複数のチーム分けを致します。
その際のチーム分けは日本ダブルダッチ協会で決定致します。

《全国都道府県チャレンジ！みんなで 3 抜け！》
１分間にミス無く「3 抜け」を跳べた人数を競います。
・人数制限 1 チーム 20 名まで
※20 名以上のエントリーがある場合、複数のチーム分けを致します。
その際のチーム分けは日本ダブルダッチ協会で決定致します。

☆ルール
大縄の８の字をダブルダッチで行います。ターナー（回す人）は インストラクターが行います。
ジャンパーは左右交互に入ります。回っている２本のロープが必ず地面に接地しなくてはいけません。
接地しなかった場合、カウントしません。また、ターナーが過剰に移動することは禁止致します。

（注）１．「全国都道府県チャレンジ！」 の公式動画について

両部門共に公式動画を撮影し、日本ダブルダッチ協会 HP や SNS 上にて動画を掲載する場合が
あります。申込む際には必ず参加者への確認をし、承諾を得た上で申し込みをお願い申し上げ
ます。個人の名前・所属団体名などは一切公表致しません。
（注）２．制限人数を超える場合のチーム分けについて

チーム分けは日本ダブルダッチ協会で決定致します。いかなる理由でもチーム分けの変更は
出来かねます。万が一当日キャンセルが出た場合、止むを得ずチーム変更をする場合は
ございます。
（注）３．「全国都道府県チャレンジ！」の申込について

原則事前申込となりますが、「全国都道府県チャレンジ！」のみ当日も受付致します。ただし、
そのチームは日本ダブルダッチ協会非公式記録となります。また、10 名以上集まった場合のみ
実施致します。
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【表彰について】
チャレンジ

部門

ひとりで
チャレンジ！

チャレンジ

表彰対象個人

ベーシックジャンプ

優勝

かけあし跳び

優勝

ジャンプスルー

優勝

３種目総合

優勝

各部門

部門

チームで
チャレンジ！

競技種目

競技種目

2位

3位

表彰対象チーム

ダブルアンダー（二重跳び）

優勝

サイドスライド

優勝

ターナーターン

優勝

ターナーチェンジ

優勝

スピードリレー

優勝

５種目総合

優勝

各部門

競技種目

2位

3位

表彰対象チーム

フュージョン発表会

各賞を準備しております。

フュージョンワールドカップ！

各賞を準備しております。

競技種目

表彰対象チーム

全国都道府県チャレンジ！ジャンプスルー！

2019 年度末 HP 上もしくは SNS にて発表

全国都道府県チャレンジ！みんなで 3 抜け！

2019 年度末 HP 上もしくは SNS にて発表

当日、日本ダブルダッチ協会代表の公式記録を発表致します。
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競技会の参加に関するご注意
◆競技会への参加者は必ず、各チャレンジの全種目に出場して頂きます。
《ひとりでチャレンジ！》にエントリーした場合
→「ベーシックジャンプ(両足跳び)」「かけあし跳び」「ジャンプスルー」の３種目に参加します。
「ベーシックジャンプ」のみのエントリーや、「かけあし跳び」と「ジャンプスルー」２種目のみなどは
認められません。
《チームでチャレンジ！》も同様です。
また、《ひとりでチャレンジ！》と《チームでチャレンジ！》両方に参加する事は認められません。

各競技会の注意事項
《ひとりでチャレンジ！》
・JDDA が用意する競技会用ロープ（3.6m・8mm）を使用致します。
・「一人でチャレンジ」のジャンパーのため、ターナーの過度なサポートは禁止致します。
（ターナーが動き回るなど）
・ターナーはロープを手に巻きつけて短くしたり、持つ場所を変えて短く持ったりすることを禁止致します。
・ターナー同士が近づいて回すことは可能としますが、競技中に動き回ることは認めません。

《チームでチャレンジ！》
・JDDA が用意する競技会用ロープ（3.6m・8mm）を使用致します。
・スピードリレーは「３×30 スピードリレー」専用の音源を使用致します。

《フュージョン発表会》《フュージョンワールドカップ！》
・ロープは各チームでご用意ください。種類・セット数は自由と致します。
・小道具で、床を汚すもの、掃除が必要になるものの使用は禁止致します。
・パフォーマンス中、開催側が危険と判断した場合、途中で演技を中断させて頂きます。
※アクロバットミス、選手同士がぶつかってしまう、転倒など。
■音源は事前提出となります。
・提出期限：11 月 30 日（土）迄
・提出先：info@jdda.jp
※MP3 形式で指定のアドレスへ添付メールでお送りください。
■音源データのファイル名
・フュージョン発表会 → 【F チーム名】
・フュージョンワールドカップ！ → 【FW チーム名】
■送付必要事項
①メール件名 → 「ダブルダッチチャレンジ 2019 音源」
②メール本文
・部門「フュージョン発表会」or「フュージョンワールドカップ！」
・チーム名（ふりがな）
・パフォーマンスの始め方「板付き」or「音先」

《全国都道府県チャレンジジャンプスルー》
・JDDA が用意する競技会用ロープ（3.6m・8mm）を使用致します。
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タイムスケジュール
開場

10:00～

休憩

14:45～15:00

開会式

10:15～

フュージョンワールドカップ！

15:00〜16:00

ひとりでチャレンジ！

10:30～11:15

休憩

16:00〜16:10

全国都道府県チャレンジ！

ジャンプスルー！

11:15～11:30

全国都道府県チャレンジ！

みんなで 3 抜け！

16:10〜16:40

休憩

11:30～12:30

休憩

16:40〜17:00

フュージョン発表会

12:30〜13:15

チームでチャレンジ！表彰式

17:00〜17:45

一人でチャレンジ！表彰式

13:15～14:00

閉会式

17:45〜18:00

チームでチャレンジ！

14:00〜14:45

終演

18:00

※タイムスケジュールは目安となります。エントリー数によってタイムスケジュールに変動がございます。

会 場 周 辺 図

【エスフォルタアリーナ八王子 サブアリーナ】
住 所：〒193-0941 東京都八王子市狭間町 1453 番の 1
電 話：042-662-4880
【最寄りの交通機関】
〇京王線 狭間駅 徒歩 1 分
※車でのご来場はさけて、公共交通機関をご使用ください。

〔お問合せ先〕
特定非営利活動法人日本ダブルダッチ協会
〒154-0001 東京都世田谷区池尻 2-33-15 カーサ池尻 205
TEL：03-6805-3566／FAX：03-6805-3567
E-mail：info@jdda.jp／URL：http://jdda.jp/
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