２０２２年全国高等学校フラ競技大会
フラガールズ甲子園 第 1０回記念大会

出場校募集要項

「踊るこころ」のエンブレムのデザインは福島県立光洋高等学校の生徒の作品を寄贈していただきました。

フラガールズ甲子園第１０回記念大会実行委員会
令和４年４月１日
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フラガールズ甲子園とは
【理念】
１．高校生の高校生による高校生のための大会です。
２．踊りを研鑽する中で、社会性を身につけ豊かな心と健全な体を育みます。
３．全国の高校生が触れ合いながら、環太平洋の異文化と交流を深めます。

【沿革】

わが国有数の炭鉱地帯であった常磐地方は、戦後の石炭産業が衰退する中、
常磐炭鉱が再生をはかり、この地にフラという大輪の花を咲かせ、人々に生
きる勇気を与えました。フラガールズ甲子園は、このような中から２０１０
年、初代フラガール小野恵美子の発案により始まった大会です。フラ文化を
通して地域活性化を図ろうとの趣旨に賛同する初代フラガールをはじめ、元
フラガール、いわきハワイ交流協会、いわき青年会議所、福島県・いわき市及
び民間の国際交流団体等により、フラガールズ甲子園を立ち上げました。
フラで最も大切なのは「踊るこころ」です。高校生が集団で踊りを純真に
励むことで「達成感」が生まれ、豊かなこころと健全な体を育み、更に社会性
が身につきます。フラガールズ甲子園は、競技ありきではありません。高校
生の友情・親睦・交流を第一としています。まさに、高校生の教育の一貫とし
てそれを支えると共に私たちの学びの場でもあります。

【運営】
福島県いわき市で2011年、市民運動としてフラ文化交流の活動から生まれた大会
は、回を重ねることで上記の趣旨へと確立されました。私たちは、高校生を支え
る「学」(フラガールズ甲子園全国高等学校連盟)と、公的機関である「官」(市・
県・国)と、一般市民・団体・企業である「民」(ＮＰＯ法人フラガールズ甲子園
等)が一体となり運営しています。
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【目的】
この大会は、環太平洋諸国の歴史や文化と触れ合うことによって国際性を養い、
協調しチームで踊ることで将来役立つ社会性を身につけ、フラの手話的要素で自
然や愛を表現することによって優しく思いやりに溢れた心を育み、踊りを自ら創
作することで潜在的な想像力・表現力を引き出します。この大会を通して高校生
の未知なる可能性を引き出すことを目的とします。
また、東日本大震災で大きな被害を受けた被災地の復興に向けて、福島県いわき
市から全国にフラ文化発信することにより、復興支援と風評被害の払しょくに寄
与できるものといたします。
第１章（対象者）
高等学校（特別支援学校を含む）及び高等専門学校に在籍している満１９歳まで
の生徒とします。
第２章（出場条件）
１．前章に示された生徒で、参加人数は１チーム３名以上３０名以内とし、学校長の
承諾を得ていることが条件となります。
(１校から複数のチームが出場することは出来ません。)
２．２校以上で１チームを結成して参加を希望する場合、又は映像のみの参加を希望
する場合は、事前に事務局までご相談ください。
３．フラガールズ甲子園全国高等学校連盟への加入を要望します。
（加入される場合は、別紙により申請願います）
第３章（費用）
１．大会参加費は１，０００円/人
その他の交通費、宿泊費、衣装代、弁当代などはすべて自己負担とします。
２．県外からの参加者については、交通費の軽減措置(一部バス送迎等)を検討してお
ります。詳しくは後日出場校あてご連絡します。
３．宿泊については地元「常磐湯本温泉」などの手配が可能です（学生 1 名一泊二食
付き７，０００円程度）。詳しくは後日出場校あてご連絡します。
（宿泊手配の有
無をお伺いします）
※ 事務局指定以外の宿泊施設の利用の場合は自己手配でお願いします。
４．昼食弁当を希望する場合は数量を連絡ください。（５００円/個程度です）
第４章（競技種目）
１．課題曲の部
下記５曲の中から１曲を選択して踊っていただきます。
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①「月の夜は」
②「Lovely Hula Hans」
③「My Sweet Pikake Lei」
④「Aloha Hula」
⑤「This is Kauai」（女性グループ限定）
踊りにアレンジを加えたり、フォーメーションに工夫を凝らすことは可能です。
事前に「ヒアリングシート」を提出していただきます。
２．自由曲の部
前項の課題曲以外のフラ、またはタヒチアンダンス等を自由に選択して踊ってい
ただきます。詳しくは別紙「競技解説書」をご覧ください。
※ 競技は課題曲の部、自由曲の部の個別参加も可能です。
※ 総合部門(課題曲の部、自由曲の部ともに参加)の上位入賞校には文部科学
大臣賞などの表彰があります。
第５章（競技衣装）
競技は決められた衣装で踊っていただきます。詳しくは、別紙「競技解説書」をご
覧ください。
第６章（教材）
１．初参加の学校には課題曲(５曲)教材（ＣＤ及びＤＶＤ）をお送りしますので、
教材をもとに練習を行ってください。すでに出場された学校で教材を希望する場
合は申込書の該当欄に記入してください。
２．自由曲の教材はありません。各グループで自由に選曲して踊ってください。
(期日までに曲をＣＤまたはＭＰ３をメールで添付して送付してください)
第７章（出場校募集）
募集期間 ４月１１日(月)～５月１０日(火)
※今大会では新型コロナ対策を鑑み、定数は 25 校を目安とします。期間中であっ
ても定数に達した時点で締め切ります。
第８章（大会日程）
８月２０日（土）１１時００分～ 競技リハーサル(個別)
８月２１日（日）１１時００分～ 開会式
１１時３０分～ 競技（課題曲の部、自由曲の部）
１６時００分～ 表彰式
【会場】いわき芸術文化交流館アリオス
〒970-8026 福島県いわき市平字三崎１-6 0246-22-8111
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８月２２日（月）１０時００分～

入賞校によるエキシビション

【会場】 スパリゾートハワイアンズ(予定)
※時間はあくまでも予定です。確定次第お知らせします。
第９章（競技ルール）
課題曲の部と自由曲の部を部門ごとに審査します。２部門の合計得点が総合部
成績となります。(映像参加は除きます)
※ 詳しくは、別紙「競技解説書」をご覧ください。
第１０章（表彰）
○総合部門
総合１位 最優秀賞・文部科学大臣賞（初代フラガール小野恵美子賞）
総合２位 優秀賞
総合３位 優秀賞
総合４位 特別賞 初代フラガールズ賞
総合５位 特別賞 協賛社賞 (未定)
総合６位 特別賞 協賛社賞 (未定)
総合７位 特別賞 協賛社賞 (未定)
○新人賞 初出場校で課題曲の部１位と自由曲の１位(上記入賞以外)
○奨励賞 若干
※その他の賞も検討中です
第１１章（競技順序の決定）
６月１２日(日）１３時から Ｗｅｂ公開により抽選会実行委員会にて抽選会
を実施して競技順序を決定します。
第１２章（申込方法）
１．フラガールズ甲子園のホームページから募集要項をダウンロードして、
「参加申込
書」に必要事項を記入し、メールまたはＦＡＸにてお申し込みください。
※ホームページからダウンロードが出来ない場合は、事務局までご連絡ください。メ
ールまたは郵便でデータを入れたＣＤ－Ｒをお送りさせて頂きます。
２．メールまたはＦＡＸが届いた時点で受付とさせていただきますが、原本は改めて
郵送にて「第 10 回フラガールズ甲子園実行委員会事務局」までお送りください。
※原本の提出は５月１０日(火)まで必着にてお願いいたします。
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第１３章（提出物）

書類
１

２

参加申込書

内容

提出方法

参加意思と学校長の承

メールまたはＦＡＸ

諾を確認

（原本を後日郵送）

チーム紹介及び

事前告知のパンフレット、

メール

写真（制服）

ホームページなどに使用

写真は解像度 2ＭＢ

提出期限

５月 10 日(火)
必着
６月 6 日(月)
必着

程度のデータ(ｊｐｇ)
３

メンバー表

メンバー全員が出場資格

メール

７月 11 日(月)
必着

メール

７月 11 日(月)
必着

７月 11 日(月)
必着

を有していることの確認
４

審査用ヒアリングシ

課題曲の部、自由曲の部

ート

の衣装や表現に関する
記載など審査に重要な
書類

５

自由曲で使用する

本番での音飛びなどのト

音源はＣＤに焼いて

音源と歌詞

ラブルを防ぐため

郵送、またはＭＰ３を
メール添付
歌詞・和訳はデータ
（wｏｒｄ）をメール添付

６

衣装の写真

衣装・装飾・メイクが規定

画像データをメール

（希望するチームの

に当てはまるかの確認の

添付

み）

ため

８月 1 日(月)
必着

※任意提出

※ １は募集要項、競技解説書などとともに、ホームページからダウンロードしてください。
２～４は参加申し込みをされた学校に郵送します。
※ 事務局から送られた所定の様式に記入し、必ず期限内に事務局まで提出してください。
※ 提出方法は上記を参照してください。
※ 当日、衣装・装飾・メイクに規定違反があった場合は失格となります。
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第１４章（画像・映像の使用）
大会期間中撮影した写真もしくはビデオは、大会情報を広く発信するために実行
委員会のホームページやポスターやリーフレット、パンフレット、写真集、その
他大会のための広報資料として使用させて頂きことに対してご理解、ご了承をお
願い申し上げます。
第１５章（コロナウイルス感染予防対策）
当イベントにおける新型コロナウイルス感染予防対策として下記の対策を行い
ます
【会場全般】
①参加者(出演者及び関係者・スタッフ・観客)全員マスク着用の徹底。
②消毒の徹底: お客様同士が間接的に接触する可能性のある座席、テーブル、ド
ア等 については、適時アルコール消毒を徹底します。
③換気の徹底: 会場で入り口は１時間に１回以上の換気を行います。
④スタッフとお客様とが直に接触することがないように適度な距離を保ち接客さ
せていただきます。
【スタッフ】
①開始前の検温と体調確認を実施します。
②体調不良者は参加停止とします。
③会場入室時の手指の消毒を徹底します。
④１時間おきまたは１クールごとの手指の消毒を徹底します。
⑤マスク着用及び咳エチケットを徹底します。
⑥お客様との接触をしない接客の実施 ※前項④に同じ
【お客様(観客)】
① 会場入室時の検温と体調確認を行い、ウイルス感染の可能性のある方、体調の
すぐれない方はご来場をお控えさせていただきます。
② マスク着用及び咳エチケットの励行をお願いします。
③ 会場入室時及び移動時の手指の消毒にご協力をお願いします。
第１６章（その他）
実行委員会では、大会内容に関する質問や技術的な質問の他どのような質問も随
時受け付けております。添付の「質問用紙」もしくは、実行委員会ホームページの
「お問い合わせフォーム」をご利用してお気軽にお寄せください。
※緊急を要する場合以外は、電話でのお問い合わせは、お控え下さいますようお願
7

い致します。
【映像参加部門について】

第１０回記念大会では、遠方の参加校(海外を含む)のために、映像で参加する部門を
開設します。収録したダンス演舞を大ホールのスクリーンで放映、同時にライブ配信
します。
（１）映像参加の方法
・高等学校（特別支援学校を含む）及び高等専門学校に在籍している生徒を対象とし、
２名以上で参加可能です。添付の申込書に「④映像のみ参加」に〇をしてお申込くだ
さい。
（２）動画収録について
・各学校で映像を収録し、フラガールズ甲子園事務局に映像データを送付していただ
きます。（内容を実行委員会で確認の上、編集/テロップの処理をして配信）
・解像度及び注意点は、後日フラガールズ甲子園 HP に掲載予定
・映像収録時間は、最大６分
（フラ競技大会の課題曲を含め、フラ・タヒチアンダンスなどの曲を自由に選択し
て演舞可能です）
・地元色を生かした場所を背景にした映像での参加をおすすめします。
（３）映像の選定及び放映方法について
・会場での放映及びライブ配信する学校は５校となります。応募高校の映像を、実行
委員会にて５校を選択します。
・大会当日、競技審査中の３０分間に、アリオス大ホールのスクリーンで放映します。
同時に、インターネット（YouTube/HulaLiveTV）で全世界へ配信します。会場で
放映できなかった作品については、公式ホームページで大会後に視聴可能です
（５）審査対象外
・映像参加につきましては、審査対象外となります。
【主
催】フラガールズ甲子園第１０回記念大会実行委員会
【主導・主管】NPO 法人フラガールズ甲子園
【共
催】福島県 いわき市 フラガールズ甲子園全国高等学校連盟
【協
働】いわきハワイ交流協会 他
【お問い合せ／郵送先】
〒970-8025 福島県いわき市平南白土字八ツ坂 36-74 エミコオハナ交流館
第１０回フラガールズ甲子園実行委員会事務局
ＴＥＬ 0246−68−8282
ＦＡＸ 0246−88−6009（業務時間 10 時 ～16 時）
[ホームページ] http://www.hula-girls.net
[メールアドレス] info@npo-hulagirls.org
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フラガールズ甲子園第１０回記念大会参加申込書
実行委員長 鈴木常雄 殿

【2022 年 5 月 10 日(火)必着】

フラガールズ甲子園実行委員会が主催する第 10 回フラガールズ甲子園」に申込みます。
申 込 日

２０22 年

出場種目（番号を〇で囲んでく
校

1 課題曲の部のみ

日

2 自由曲の部のみ

3 課題曲の部・自由曲の部両方 4 映像のみ参加

ださい）

学

月

記

載

欄

※表彰の際、表彰状に記載す
る学校名を記載してくださ
い。
※学校長印の無いものは無効
とします。

(ふりがな)

学校名
住所 〒

－

ＴＥＬ

（

）

ＦＡＸ

（

）

学校長
申

込

者

氏

印

名

（学校職員 ・ 保護者 ・ 生

(ふりがな)

氏 名

印

徒）
※〇で囲んで下さい。

(ふりがな)

保護者氏名

印

※申込者が生徒の場合は保護
者の記名印が必要です。

担 当 者 連 絡 先
※資料送付などに使用させて
いただきます。
※メールにより連絡しますの
で、必ずご記入下さい。

住 所 〒

－

(ふりがな)

氏 名
ＴＥＬ

（

）

ＦＡＸ

（

）

携帯電話

－

－

メールアドレス

チームの学校内における立
場を〇で囲んでください
課題曲 CD 及び DVD の希望
について〇で囲んでく

部活動

同好会

愛好会

その他（

希望する（全て）
希望する（一部）（曲名

ださい。
（既出場校対象）

）

希望しない

【メールアドレス】info@npo-hulagirls.org
【ＦＡＸ】０２４６‐８８‐６００９
※送信後必ず原本を事務局まで郵送願います。
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）

