中央大会
(決勝)

[３] 中央大会(決勝)実施の手引き

０．はじめに
今年度開催の中央大会は、第 46 回全国高等学校総合文化祭軽音楽部門プレ大会を兼ねています。
以下枠内のとおり、例年とは違った趣旨等が含まれています。よくお読みください。
●目

的

令和４年度に開催予定の第 46 回全国高等学校総合文化祭東京大会「とうきょう総文 2022」参加に向け、東京
都高等学校文化連盟軽音楽部門の生徒及び教員の意識と意欲を高め、相互の連携を深めることにより、日頃の活
動に対する自覚を新たにし、活動の活性化をはかる。さらに、今大会を通じて全国高等学校総合文化祭への理解
を深め、本大会に向けた部門生徒の創造的、自主的、自律的活動を促し、参加者全員にとって意義ある大会開催
へのステップとする。
●主

催

文化庁、公益社団法人全国高等学校文化連盟、東京都、東京都教育委員会、千代田区、千代田区教育委員会、
港区、港区教育委員会、新宿区、新宿区教育委員会、文京区、文京区教育委員会、台東区、台東区教育委員会、
墨田区、墨田区教育委員会、大田区、大田区教育委員会、渋谷区、渋谷区教育委員会、中野区、中野区教育委員
会、豊島区、豊島区教育委員会、練馬区、練馬区教育委員会、葛飾区、葛飾区教育委員会、江戸川区、江戸川区
教育委員会、調布市、調布市教育委員会、小金井市、小金井市教育委員会、東京都高等学校文化連盟、東京都高
等学校文化連盟軽音楽部門
●著作権等について
(1) 著作権、肖像権、プライバシー等の権利者の許諾が必要な場合は、出演、出品者等で責任をもって所定の
手続きを行うこと。なお、万が一権利の侵害から生じるトラブルが発生した場合、本大会実行委員会は 一
切の責任を負わない。
(2)

発表等にかかる著作隣接権は、全国高等学校文化連盟に帰属するものとする。

(3)

参加者等の肖像を、記録集等の紙媒体の作成、ＤＶＤディスク又はＢｌｕ－ｒａｙディスク等の映像記

録媒体の作成、ウェブページ等への掲載、各種メディアへの提供等に活用することがある。
●その他
(1)

本大会では、新型コロナウイルス感染防止対策を最優先事項とし、「健康観察票作成」「検温の実施」
「分散参加」「三密の回避」「喫食時以外のマスク着用」「喫食時の黙食」「手指消毒」「使用道具の消
毒」「活動中の私語厳禁」等、できる限りの対策を行って実施する。大会会場及び部門からの指示に御協
力いただけない場合には参加は認められない。

(2)

大会２週間前（令和３年 11 月 13 日）から、各学校において必ず毎日生徒の健康観察を行い、「部活動
大会等参加同意書兼健康観察票」を作成・管理する。なお、作成した書類は、大会終了 1 ヶ月後（令和３
年 12 月 28 日）まで、各学校において適切に管理すること。

(3)

保護者や一般の方の入場の有無、客席における他団体の鑑賞等、開催形態の詳細については、新型コロ
ナウイルス感染症の感染拡大状況により、10 月下旬に対応を決定し各学校に連絡する。

(4)

本大会における感染症対策は、スポーツ庁及び文化庁「中学生・高校生等を対象とした全国大会・コン
クール等における感染拡大予防ガイドライン」及び東京都高等学校文化連盟「新型コロナウイルス感染症
拡大防止に向けた注意事項」に基づき実施する。
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●問合せ先

所在地

名

称

軽音楽部門委員会事務局
〒113－0033
東京都文京区本郷一丁目３番３号
東京都教職員研修センター８階 801
（２）（３）
東京都教育庁指導部指導企画課
全国高等学校総合文化祭部門専門官
ふじさき

連絡先

こうき

実行委員会事務局
〒113－0033
東京都文京区本郷一丁目３番３号
東京都教職員研修センター８階 801
（２）（３）
東京都教育庁指導部指導企画課
全国高等学校総合文化祭担当

藤崎 晃基
TEL 03-3830-1216
E-mail

TEL 03-3830-1213
E-mail

Kouki_Fujisaki@member.metro.tokyo.jp

S9000020@section.metro.tokyo.jp

１．中央大会(決勝)会場・日時

※以下の日程・時程は諸事情により変更する場合もある

◇ 中野サンプラザホール
11 月 27 日（土）出場者 全バンド ※公欠となります
内容：リハーサル
集合：バンドごとに集合時刻が異なります。 出演順１番目のバンド→12:50 集合(予定)
それぞれの集合時間までに受付を完了させてください。
出演順 2 番目以降のバンド→リハーサル開始予定の 40 分前に受付を済ませる。
※リハーサル開始時刻と受付時刻は連盟 web サイトにてお知らせします。
リハーサル終了後流れ解散(最長 17:40 ごろ終了予定)
11 月 28 日（日）出場者 全バンド
内容：中央大会(決勝)
10:15 受け付け開始
11:00 受付完了

出場者打合わせ会・ステージ衣装に着替え・昼食

12:15 開場
12:45 開演
18:00 終了(予定)
※当日は無観客、又は会場に入れる観覧者(部員、保護者、卒業生など)の
人数制限を設けます。
２．参加資格・参加規定
(1) 地区大会(予選)各会場で優秀賞を受賞した５バンド、計 25 バンド(予定)が出場資格を持つ。
(2) 地区大会(予選)と同一メンバー（メンバーの増減、メンバーの交替、担当楽器の交替など、すべて不可）、
同一曲であること。
(3) リハーサル・本番ともに顧問が引率すること。（顧問教諭が引率できない場合は同一校の教諭が引率す
ること）。
(4) 服装等については、本大会の運営趣旨にしたがい、地区大会同様の指導を顧問教諭が適切に行うようお
願いします。
(5) 会場に集合する際、会場から帰宅する際は、制服あるいは制服に準ずる服装で移動するよう、地区大会
同様の指導を顧問教諭が適切に行うようお願いします。
(6) ステージ衣装は高校生にふさわしい範囲で、かつ短い時間で着替えられるものであれば着用を認める。
ステージメイクについても演奏終了後に速やかに落とすこと。（ただしリハーサル時は衣装着用・メイク
を禁止します。なお、安全上の理由からステージ上でも靴の着用をお願いします。）
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(7) 本番のセッティングには、部員 1 名に限り立ち会う(セッティングを補助する)ことができる。（顧問・
コーチはステージには上がれず、同行できるのは舞台袖までとする｡）リハーサル時(11/27)のみ、顧問ま
たはコーチ計２名までステージに上がることができるが、セッティングに立ち会う部員１名、コーチは、
集合時に出場メンバー・顧問とともに参加書(大人)または参加同意書兼健康観察票を提出した上で同時
に受付を済ませること。
(8) 演奏中は、マスクを外してもよい。ただし演奏時以外はマスクを必ず着用すること。マスクは不織布の
ものを必ず使用すること。その他の素材のマスクを使用する際は、不織布マスクの上に使用し、二重に
すること。
３．失格
(1) 出演者又は引率教員どちらか一方でも、リハーサル又は本番の集合時間までに受付完了できなかった場
合。
(2) 演奏時間が規定の５分を超えた場合。（演奏時間とは、予選と同様にステージでのセッティングが完了
し、司会者が『どうぞ』と声をかけてから、演奏が終了し演奏者が『ありがとうございました』と結ぶま
での時間とする。）「ありがとうございました」は、演奏が完全に止まってから、審査員に伝わるように
言うこと。
(3) 演奏中にステージを降りる、会場の機材に足をかける、マイクを振り回すなどの行為をした場合。
(4) 提出されたエントリー用紙②の歌詞と著しく異なる歌詞を意図的に歌った場合。
(5) 本連盟規約の目的に反し、高等学校教育の場としての品位を傷つけるような行為をＳＮＳなども含め行
った場合。（役員の指示に従わない、審査結果に抗議を行なう、失礼な言動をする、など運営に支障をき
たす行為や、喫煙など学校生活上禁じられている重大な違反があった場合。）
(6) 後日違反が発覚した場合にも、失格とみなし、審査の結果は無効とする。
(7) その他、前項「２．参加資格・参加規定」に違反のあった場合。
４．審査および表彰
(1) 審査の結果、上位入賞者に対してグランプリ(１バンド)、準グランプリ(２バンド)、奨励賞(４バンド)、
特別賞(３バンド)を与える。
(2) 選考基準は地区大会(予選)に準じる。
(3) 審査員は他県軽音楽連盟や音楽系専門学校等に候補者の推薦を依頼し、常任委員会が委嘱する。
※グランプリ、準グランプリ、奨励賞を受賞したバンドは東京都高等学校文化祭閉会式[令和４年１月下

旬(予定)]において、東京都教育委員会、東京都高等学校文化連盟より表彰されます。なお、受賞した学
校は、令和４年度全国高等学校総合文化祭東京大会への出場が推薦されます。
５．エントリー方法
地区大会(予選)での優秀賞受賞バンドは自動的にエントリーされる。
６．注意事項
(1) 大会役員の指示に従い、会場スタッフや他の来場者に迷惑がかからないようにすること。
(2) 会場への往復は制服（制服のない学校はこれに準ずる服装)を着用すること。［黒以外の染髪、メイク(ス
テージメイクでの会場入りも含む)、ピアスやアクセサリー類の着用を認めませんので、御指導並びに御
協力お願いします。］
(3) 大会本番当日は昼食を持参すること。また食事を取る際は、顧問の管理の下、正面を向き合わずに默食
すること。
(4) ゴミは各自で持ち帰ること。そのためのゴミ袋を各自持参すること。
(5) 飲食は指定された場所で行なうこと。
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(6) 建物、会場設備、音響機材等を故意または過失により棄損または滅失したときは、使用者がその損害を
賠償し、原形に復旧すること。
(7) 会場にて写真撮影・ビデオ撮影・録音など行う際は自校のバンドのみとすること。なお、記録した映像、
音声データについては管理に十分に気をつけること。
(8) 大会終了後は速やかに帰宅すること。帰宅途中で会食などをしないこと。
※大会本番当日の観覧が認められた場合、来場者は出場校関係者のみとし、参加書の御提出を求めます。(参加書
は、個人情報の取り扱いに十分注意した上で、部門にて 1 か月保管した後、責任を持って廃棄します｡) また、来
場者にもマナーや注意事項の遵守をお願いします。また受付等でお客様にはどちらの関係の方かを伺う場合がご
ざいます。責任を持てない方をお誘いするのはお控えください。

中野サンプラザホール
〒164-8512 東京都中野区中野４－１－１
地図

※会場への問い合わせは
ご遠慮ください。

→ https://www.sunplaza.jp/access/

※大会運営に関すること、大会当日の緊急連絡については、「地区大会の実施要項」6 ページのお問い合わせ先
アドレス(info@tokyo-keion.com)にお願いします。

～おことわり～
感染拡大状況や災害・電力供給事情により、詳細が変更される場合があります。その場合
には連盟 web サイト（http://www.tokyo-keion.com/）にてご連絡します。随時ご確認くだ
さい。
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※大会当日にご提出下さい
（役員・引率教員・部門関係者・来場者用）
令和 3 年 11 月
軽音楽部門会長

日

↑大会当日の日付

殿

令和 3 年度東京都高等学校文化連盟主催事業における参加書
令和 3 年度東京都高等学校文化連盟主催の事業について、下記のとおり、健康状態の
申告を添えて参加をします。

↓どちらかに○

【大会名等】

令和 3 年度東京都高等学校文化祭軽音楽部門大会(地区・中央)大会

ふり

【氏

がな

名】

【所 属】

年齢

【住

（

）

所】

【携帯電話番号】

健康状態の確認

本日の体温

度

確

認 項

分

目

ア

咳（せき）やのどの痛みなどの呼吸器症状がない

イ

だるさ（倦怠感）がない

ウ

嗅覚や味覚の異常がない

エ

過去２週間の間、新型コロナウイルス感染症陽性患者との接触がない

オ

同居家族や身近な人に感染が疑われる人がいない

カ

過去２週間以内に、入国後の経過観察が必要な人との接触がない

レ点を記入

※この用紙は大会終了後 1 ヶ月保管した後、部門が責任を持って廃棄します。
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※各校顧問は下記の生徒の参加出場を事前に学校長に報告し、この用紙を中央大会で提出すること。(生徒用)
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