♫AGG Melody Cup in Hamamatsu♪
IFAGG－B カテゴリー国際競技会
主催：

一般社団法人日本 AGG 連盟 JFAGG http://www.jfagg.org/

主管：

Melody Cup 実行委員会

後援：

浜松市、中日新聞東海本社、FM Haro!、ケーブルテレビ浜松

期日：

2022 年 11 月 12 日（土）～ 13 日（日）

会場：

浜松市雄踏総合体育館
〒431-0102 静岡県浜松市西区雄踏町宇布見 9981-1

試合日程：
日時

11 月 11 日（金）
11 月 12 日（土）

11 月 13 日（日）

日程

夜間： 会場セッティング、フリー練習
審判会議および審判研修
監督会議、公式練習
開会式、予選競技、決勝抽選
審判会議
決勝競技
表彰式および閉会式

＊参加人数が確定したら、詳細日程をお知らせいたします。

参加資格： 一般社団法人日本 AGG 連盟 JFAGG に加盟登録しているチームおよび団体で、国内選手登録を完了
している選手かつ、国際 AGG 連盟 IFAGG 規定により、一般社団法人日本 AGG 連盟 JFAGG を通して
国際選手登録を完了している選手（12 歳以上）、指導者といたします。なお、11 歳以下の選手については、
国内選手登録のみ完了してください。まだ、登録をお済みでない方は、下記リンクまたは QR コードより
アクセスして登録手続きを行ってください。なお、すでに 2022 年 JFAGG 国内選手登録（選手一律 2,000 円）
を完了している方は、追加国際登録用紙にて手続きを行い下記の国際差額のご入金お願いいたします。

JFAGG 登録 https://www.jfagg.org/
国際選手および指導者登録料（年 1 回）：


チルドレンカテゴリー (12 歳以上: 2010 年生を含むそれ以前に生まれた選手)
3,000 円/1 選手 ＊国際差額 1,000 円



ジュニアカテゴリー5,000 円/1 選手 ＊国際差額 3,000 円



シニア（Women）カテゴリー7,000 円/1 選手 ＊国際差額 5,000 円



指導者 1,000 円/1 指導者

＊今大会参加費とは区別してご入金をお願いいたします。

国際登録についての説明：
一般社団法人日本 AGG 連盟 JFAGG は、国際競技会へ参加する選手、指導者および審判員の国際登録手続きを
国際 AGG 連盟 IFAGG へ毎年行っています。本大会は国際競技会のため、参加する 12 歳以上の選手、指導者および
審判員は国際登録が必要となります。
(1)対象年齢（2022 年 12 月 31 日時点の年齢）と該当カテゴリーを参照
(2)各所属団体で複数チーム参加することができます。
(3)それぞれのチーム名を保有してください。チーム名は所属団体名と同一である必要はありません
(4)一般社団法人日本 AGG 連盟 JFAGG 会員登録団体：JFAGG 会員登録については、ホームページ掲載の会員
規程をご参照ください。
競技種目：
カテゴリー

対象年齢

登録選手及びその他規定

ロングプログラム
チルドレン 8-10/
ミックスチルドレン 8-10
チルドレン 10-12/
ミックスチルドレン 10-12
チルドレン 12-14/
ミックスチルドレン 12-14

2014, 2013, 2012 年生まれ
8, 9, 10 歳
2012, 2011, 2010 年生まれ
10, 11, 12 歳
2010, 2009, 2008 年生まれ
12, 13, 14 歳

ジュニア/ミックスジュニア

2008, 2007, 2006 年生まれ
14, 15, 16 歳

シニア/ミックスシニア

2006 年とそれ以前に生まれた者
16 歳とそれ以上

▷ 登録選手最大 14 名
▷ 競技フロアで演技できるのは 6-14 名
▷ 特例として対象年齢より 1 歳年上、または 1 歳年下の
選手を２名まで含むことが認められる
▷ 曲の長さ：2’00”-2’30
▷ 曲のテーマ：自由選択
▷ ミックスカテゴリーの場合の男女比は 50：50
登録選手最大 15 名
▷ 競技フロアで演技できるのは６-10 名
▷ 特例としてジュニアは対象年齢より 1 歳年上、または
1 歳年下の選手を２名まで含むことが認められる
▷ 特例としてシニアは対象年齢より 1 歳年下の選手を 2 名
まで含むことが認められる
▷ 曲の長さ：2’30”-2’45
▷ 曲のテーマ：自由選択
▷ ミックスカテゴリーの場合の男女比は 50：50

ショートプログラム
チルドレン 6-8/
ミックスチルドレン 6-8
チルドレン 8-10/
ミックスチルドレン 8-10
チルドレン 10-12/
ミックスチルドレン 10-12
チルドレン 12-14/
ミックスチルドレン 12-14
ジュニア/ミックスジュニア
シニア/ミックスシニア

2016, 2015, 2014 年生まれ
6, 7, 8 歳
2014, 2013, 2012 年生まれ
8, 9, 10 歳
2012, 2011, 2010 年生まれ
10, 11, 12 歳

▷ 選手登録最大 14 名
▷ 競技フロアで演技できるのは 4-14 名
▷ 特例として対象年齢より 1 歳年上、または 1 歳年下の
選手を２名まで含むことが認められる
▷ 曲の長さ：1’25”-1’35
▷ 曲のテーマ：ロックンロール
▷ ミックスカテゴリーの場合の男女比は 50：50

2010, 2009, 2008 年生まれ
12, 13, 14 歳
2008, 2007, 2006 年生まれ
14, 15, 16 歳
2006 年とそれ以前に生まれた者
16 歳とそれ以上

▷ 登録選手最大 15 名
▷ 競技フロアで演技できるのは 4-10 名
▷ 特例としてジュニアは対象年齢より 1 歳年上、または
1 歳年下の選手を２名まで含むことが認められる
▷ 特例としてシニアは対象年齢より 1 歳年下の選手を２名
まで含むことが認められる
▷ 曲の長さ：1’30”-1’45
▷ 曲のテーマ：フラメンコ
▷ ミックスカテゴリーの場合の男女比は 50：50

試合参加費：

5,000 円/1 選手
＊1 チームにつき登録できる選手数は、ジュニア/シニアは最大 15 名まで、チルドレンは 14 名までです。
各所属団体で複数チーム登録することができます。それぞれのチーム名を保有してください。
チーム名は必ずしも所属団体と同一である必要はありません。

参加費振込先： 銀行名 ゆうちょ銀行

口座名 一般社団法人日本 AGG 連盟 JFAGG

ゆうちょ銀行より振込の場合

記号 14090

他銀行より振込の場合

番号 78850081

店名 四〇八（ヨンゼロハチ）

店番 408 普通預金 7885008

＊試合エントリーと今大会参加費振込は同時に行ってください。
参加申込み期限： 2022 年 9 月 30 日 （金）
申込み先：

メロディーカップ事務局

agg.melodycup@gmail.com

Email:

参加申込書はこちらの URL イベント | JFAGG のホームページ
または QR コードにアクセスして取り出せます。
必要事項を記載の上、Excel フォームのままメール添付でお申し込みください。
プログラム広告のお願い：
参加者の皆様にプログラム広告のご協力をお願いいたします。 下記のサイズおよび金額にてお申込みをお願
いいたします。
別紙申し込み用紙にて Excel フォームのまま お申込みください。 なお、広告版下は鮮明なものを PDF 形式
にてメールでお送りください。皆様のご協力をお願いいたします。

サイズ

広告料

1/4 ページ カラー 広告

10,000 円

1/2 ページ カラー 広告

15,000 円

1 ページ カラー 広告

20,000 円

②1/2サイズカラー
\15,000
A4 サイズカラー
\20,000
①1/4サイズ
白黒

プログラム広告申込期限： 2022 年 9 月 30 日 （金）
＊ご入金と申し込みは同時にお願いいたします。

\10,000

サイズ形式サンプル

宿泊について： 遠州鉄道㈱ 旅行営業部 団体旅行センターが受け付けをしています。別紙の申込書に記入の上、
下記の担当者へお早めご相談ください。宿泊料金詳細は、申込書の記載をご参照ください。
申込先： hamamatsu_melody_cup@entetsu.co.jp
遠州鉄道㈱ 旅行営業部 団体旅行センター 担当：菅原、木村、野末
℡：053-457-6470（平日 9:00-18:00）

