インターナショナルフラコンペティション

カギマナフラ in 宮古島 2017
コンペティション参加規程
【開催日】２０１7 年１０月８日（日）

【会

場】マティダ市民劇場 宮古島市平良字下里１０８－１２

【時

間】開場 10:0０ 開演１０:３０

【審査員】Kahulu Maluo（カフル・マルオ）
Kamaka Kukona（カマカ・クコナ）
Kapono Kamaunu(カポノ・カマウヌ)
【ミス フラ カギマナ宮古審査員】

Aureana Kamali'io'Iwalani Tseu
（アリアナ・カマリイオ・イヴァラニ・セイユ）
【部門】
■以下 10 部門
①ケイキ・グループ（５歳～11 歳
３名～１５名）７組
②オピオ・グループ（12 歳～22 歳 ３名～15 名）7 組
③ワヒネ・グループ（23 歳～44 歳 ３名～15 名）7 組
④クプナ・グループ（45 歳～
３名～15 名）7 組
⑤カネ・グループ （3 名～１５名）7 組
⑥トゥトゥ・ソロ （70 歳～）5 名
⑦カヒコ（年齢・性別・構成自由 演奏者含め 5 名～15 名）3 組
⑧ミス フラ カギマナ宮古（18 歳～26 歳までの独身女性）5 名
⑨ホイケ・グループ（年齢・性別・構成自由 7 名～15 名）3 組
⑩カマアイナ・グループ（年齢・性別・構成自由 3 名～15 名）7 組
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【選曲】
■ケイキ・オピオ・ワヒネ・クプナ・カネ・トゥトゥ部門
①ハワイ曲を使用してください。
②カイ（入場曲）・メレ（メイン曲）・ホイ（退場曲）を含め６分以内で構成してください。
■ホイケ部門
①選曲は自由です
②５分以内で自由に構成してください。
■カヒコ部門
①ハワイ曲を使用してください。
②生演奏又は CD にて６分以内で自由に構成してください。
■ミス フラ カギマナ宮古島部門
①ハワイ曲を使用してください。
②カヒコ 1 曲、アウアナ 1 曲をそれぞれカイ（入場曲）・ホイ（退場曲）含め５分以内に
構成し、2 種類の衣装を用意してください。
③自己 PR スピーチ・質疑応答がございます。
■カマアイナ部門
①選曲は自由です。
（例：日本語の曲、地域民謡など）
②カイ（入場曲）・メレ（メイン曲）・ホイ（退場曲）を含め６分以内で構成してください。

【大会ステージ】
※ステージの大きさは別紙添付
演技スペース：幅 10.4ｍ×奥行 9.0ｍ（1 マス 130cm×180cm）

【競技入退場】
全ての出演者はステージサイドから入退場します。

【衣装】
各部門とも髪や首に飾る装飾は、造花や生花のいずれでも構いません。
但し、トゥトゥ・ソロ、ミス フラ カギマナ宮古部門については生花を使用してください。

【審査内容】
① 評価基準は、a.コスチューム

b.振付

c.曲の理解

d.基本動作

e.表現力

f.協調性など総合

で審査されます。
※タイムオーバーは減点の対象となります。
② 競技スタートは演舞エリアにダンサーが足を踏み入れた時点からカウントされ最後のダンサ
ーが演舞エリアから、足が出た時点までとします。※板付きの場合、曲入りからのカウント
となります。
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② 順位は審査ポイントを集計して決定します。
③ 同点の場合には、ヘットジャッジの判断に従い、順位を決定します。
④ 大会終了後、エントリー曲の審査結果が記入されたジャッジシートを各教室宛にお送りいた
します。
⑥ ホイケについては、点数制を取り入れず、ジャッジ等のコメントを各教室へお送りします。

【表彰・景品】
＜表彰について＞
・１位～３位（各部門につき上位 3 組）※入賞はエントリー数によって変更になります。
・ホイケ部門については該当しません。
・各部門優勝チームの中から最も審査員総合得点の高い獲得者及びチーム 1 組を表彰

＜景品について＞
・１位 ・・・・・シーサートロフィー・賞状（審査委員のサイン）
・宮古島特産品詰め合わせ
・２位 ・・・・・・・・・・シーサートロフィー・賞状（審査員のサイン）・宮古島特産品詰め合わせ
・３位 ・・・・・・・・・・・・・・シーサートロフィー・賞状（審査委員のサイン）・宮古島特産品詰め合わせ
※ホイケ部門については、賞状（審査員のサイン）・宮古島特産品詰め合わせ
※総合優勝・・・・・・・・・宮古織
※ミス フラ カギマナ宮古部門については、
シーサートロフィー・王冠・サシェ・認定書・2018 年のカギマナフラにご招待（3 泊 4 日朝食付き）
※エントリーハラウの先生方へ・・・・ハワイ土産・ハワイゲストサイン入り色紙

【エントリー料金】
・各部門 １チーム 20,000 円
・但しトゥトゥ・ソロ部門 10,000 円
・ミス フラ カギマナ宮古部門 10,000 円
※お申込み確認後、請求書を発行しお送り致します。
※応募締切 2017 年 8 月 25 日（金）まで
但し、応募は先着順とし、応募人数に達した時点で終了とします。
【コンペティション・リハーサルについて】
全部門のリハーサルは、10 月 6 日（金）12 時～14 時 30 分、及び 10 月 7 日（土）１４時～
２０時（予定）
、大会会場のマティダ市民劇場にて行います。１曲あたり入りハケ含め１０分としま
す。複数部門にエントリーされている教室の場合は、リハーサルを連続して行うことができます。
エントリー多数のため、時間厳守でお願いします。
遅刻された教室につきましては、リハーサル時間を取れないこともあります。予めご了承ください。
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【事前提出資料】
①ＣＤ音源（郵送提出）
★ケイキ・オピオ・ワヒネ・クプナ・カネ・トゥトゥ・ホイケ・ミス フラ カギマナ宮古部門
1 枚のＣＤに編集して提出してください。
※ご提出頂いたＣＤは返却いたしません。予めご了承下さい。

②大会エントリー曲の歌詞（メール提出）
★ケイキ・オピオ・ワヒネ・クプナ・カネ・トゥトゥ・ホイケ・カヒコ部門
エントリー曲（カイ・メレ・ホイ）の作詞名、作曲名、歌詞（ハワイ語もしくは英語）で書か
れたものと、日本語の翻訳を添えてデータで作成しご提出ください。
（決まったフォーマットはございませんが、お送りいただいたものをそのままジャッジに提出
致します）

③プロフィール・写真（メール提出）
★ケイキ・オピオ・ワヒネ・クプナ・カネ・トゥトゥ・ホイケ・カヒコ・
ミス フラ カギマナ宮古部門
プロフィール・代表者の顔写真・出場者集合写真（or 団体写真）をご提出ください。
（大会の冊子・ジャッジに提出する資料に使用します。
）

事前提出資料①・②・③

提出締切

について

2017 年 8 月 25 日（金）まで

＜送り先＞

〒900-0016 沖縄県那覇市前島 3-25-1
太平洋文化交流協会（とまりんビル ３階）
メールアドレス：taiheiyo@kyent.jp

<お問い合わせ>
●カギマナフラ in 宮古島２０１7 実行委員会那覇事務局（ＣＤ・データ送り先）
太平洋文化交流協会（㈱かりゆしエンターテイメント内）
〒900-0016 沖縄県那覇市前島 3-25-1 とまりんビル
E-mail：taiheiyo@kyent.jp ＴＥＬ：098-863-4152

３階

ＦＡＸ：098-863-4153

●カギマナフラ in 宮古島２０１７実行委員会事務局（宮古島市役所観光商工局商工物産交流課内）
〒906-0012 沖縄県宮古島市平良西里１８７TEL:0980-73-1046
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FAX:0980-73-5801

下記の内容で「ミス フラ カギマナ宮古 2017」を開催します。カギマナフラの PR に協力して頂ける
方を募集します。

選出人数

１名

活動期間

2017 年 10 月 8 日～2018 年カギマナフラ開催日

活動内容

カギマナフラのイメージアップを図るため広告・宣伝活動
(チラシ・ポスター掲載)

選考基準

フラが大好き、宮古島が大好き、笑顔がステキでフラが踊れる
カギマナフラのイメージに合う女性。

審査員

Aureana Kamali'io'Iwalani Tseu(アリアナ・カマリイオ・イヴァラニ・セイユ)

選考方法

１、第一次審査

カヒコ部門（古典フラ）審査

２、第二次審査

アウアナ部門（現代フラ）審査

３、最終審査
応募資格

質疑応答

１８歳～26 歳までの独身女性

自薦、他薦は問いません。

※選考に関わる交通費を自己負担できる方
注意事項

未成年者の応募には保護者の同意が必要となります。
応募用紙の保護者同意欄に保護者による自署・押印を記入下さい。
応募書類および写真は返却いたしません。予めご了承ください。
応募における個人情報は、
「ミス フラ カギマナ宮古」実行運営事務局でのみ
開示されます
「ミス フラ カギマナ宮古 2017」選考の過程で撮影された肖像は、宣伝・広告の
ため使用されることがあります。

賞

品

１、トロフィー・認定書
２、２０１8 年のカギマナフラにご招待（宿泊券）（３泊４日
３、宮古島の特産詰め合わせセット

応募方法 郵送

応募用紙（ホームページよりダンロード）に、写真２枚

（全身・上半身１枚）を同封して郵送

提出締切

2017 年 8 月 25 日（金）まで
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朝食付き）

注意事項
１．パス
参加者用に大会事務局より事前にパスをお渡しします。大会期間中は必ず着用をお願い致します。着
用がない場合、入場ができません。また、紛失された場合、再発行は出来ませんのでご注意願います。
２．カメラ（写真撮影）
静止画の撮影はご自由に行ってください。ただし立ち上がっての撮影や、舞台回りに移動しての撮影、
フラッシュを使用しての撮影は演技及び、審査の妨げになりますので禁止とさせていただきます。
３．ビデオ（携帯電話による動画撮影を含む）
動画の撮影は、すべて禁止とさせていただきます。

※ミス フラ カギマナ宮古部門について
①未成年者の応募には保護者の同意が必要となります。
②応募用紙の保護者同意欄に保護者による自署・押印を記入下さい。

●大会事務局からのお願い
①ステージの開催時間、出演スケジュールは予告なく変更となる場合がございます。ご了承ください。
②競技会で撮った映像や写真は、当イベントの宣伝、プロモーション活動、及びパブリシティーに使
用されることがあります。予めご理解ご協力お願い致します。
●雨天時の場合
雨天時決行致します。ただし、警報、台風または交通傷害が起こり得る荒天の場合、主催者が開催
の有無を決定し、変更等についてはＴＥＬ、ＦＡＸまたはメールにて迅速にお知らせ致します。
【個人情報の取り扱いについて】
① 申請書の個人情報は、法律及び関連法令等を遵守し、大会サービスの向上を目的に、参加案内、記
録、関連情報の通知、協賛・協力団体からのサービス提供等に利用させていただく場合がございま
す。
② 事務局もしくは関連機関から申込内容に関する確認の連絡をさせていただく場合があります。
【申込み規約】
① 主催者は疫病や紛失、その他の事故に際し、応急処置を除いて一切の責任を負いません。
② 自己都合による種目等の変更はできません。
③ 自己都合による取消及び荒天による大会中止についても参加費は返金しませんので、ご了承くださ
い。
④ 年齢・性別の虚偽申告、本人以外の出場は認めません。
⑤ 個人の映像・写真・記事・記録等のテレビ・新聞・雑誌・インターネットなどの掲載権利は主催者
に属します。
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