
 
 

未来枠（エキシビジョン） 出演要項 
 
カレッジフラコンペティション、ハイスクールフラコンペティションでは、フラの発展のため、これからのフラダンサーのための未来
枠を設定しています。未来枠は下記のカテゴリーから募集です。 
 

■募集カテゴリー 
・ケイキ（小学生以下）︓（団体） 
・オピオ（中学生・高校生）︓（団体） 
・カネ︓(個人)（団体） 
※カテゴリーを混合して出演することも可能です。その場合はダンサーの内容をご記入ください。 
（例︓男女混合チーム、7歳から 15歳までのケイキ/オピオ混合チーム…等） 
※団体の最低参加人数は 5名とする。（5名以下で出場をご検討の場合は事務局までご連絡ください） 
※演舞時間は出ハケを含んで 7分以内とする。（大会のタイムスケジュールによって短くなる場合がございます。） 
 

■エントリー 
演舞希望の個人・団体の代表者は、下記の必要事項を記入し、応募フォームよりお申し込みください。右記の
QR コードからもエントリー可能です。 
 
【必要事項】 
① 希望カテゴリー（ケイキ/オピオ/カネ） 
② 教室名（日本語/英語） 
③ 主宰者名（日本語/英語） 
④ 師事しているクムフラ ※いない場合でもご応募可能です 
⑤ 教室の住所 ※郵便番号もご記載ください。 
⑥ 連絡先︓担当者名 
⑦ 連絡先︓メインメールアドレス 
⑧ 連絡先︓サブメールアドレス 
⑨ 連絡先︓電話番号 
⑩ 資料送付先 

大会チラシやチケット等の資料の送付先をお知らせください。 
教室の場合は上記記載の住所、それ以外の場合は郵便番号、ご住所、宛名をお知らせください。 

⑪ メレ 
未定の場合は「未定」と記入し、決定次第事務局にメールでお知らせください。希望曲が大会出場者や他
の未来枠応募者と重複した場合、先着順で当該曲の使用権利を得ることとします。 

ここからもエントリー可能 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCC5pG0wX9oCawl_4CPuRzzB-aZ42shxcMMtCISK-KtN-ZOQ/viewform?usp=sf_link


 
 

 
 

《2023 年 2 月 3 日～受付開始》 
全ての競技者・競技団体の決定後に未来枠を設定し、出演決定のご連絡を致します。（6月中旬以降） 
タイムスケジュールによってはご希望に沿うことができない場合がございますので予めご了承ください。 

■参加費 
未来枠参加にあたり、下記の費用が必要です。 
① 参加費用 *1 ￥2,200 /人 
② 座席使用料（ダンサー）*2 ￥4,400 /人 
③ 座席使用料（ヘルプ）*3 ￥4,400 /人 
④ 座席使用料（指導者 1名）*4 ￥0  

 
--------------------------------------------------------- 
*1 参加費用には、JASRAC の楽曲使用料、プログラム費用を含みます。 
*2 出演ダンサーの人数分の座席です。 
*3 ヘルプの方の人数分の座席です。 
*4 指導者の方には座席を差し上げます。 
 
ヘルプの人数は出演者数によって異なります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

■演舞写真について 
本大会では元フラレア所属でフラダンサーの撮影に長けたカメラマンがチームを組み、出演した皆様の写真をお撮りいたし
ます。こちらの演舞写真データをご希望の場合は下記のどれかをお選びいただき、事務局までご連絡ください。 
① カレッジフラコンペティション実行委員会が運営する「アロハネクスト」の会員になる（年会費︓￥5,500） 
② 写真代 ￥5,500 をお支払い 
③ 希望しない 
※写真代のお支払い後にアロハネクストにご入会いただいても、写真代の返金はできかねます。予めご了承ください。 

出演者数 ヘルプパス発行数 
5～6名 2名分 
7～9名 3名分 
10～12名 4名分 
13～15名 5名分 
16～18名 6名分 
19～21名 7名分 
22～25名 8名分 



 
 
そもそも「アロハネクスト」って︖ 
アロハネクストとはフラダンサーの為の動画配信サービスです。コンペティションの演舞アーカイブ映像の他にも、クムフラによ
るファクトシート講座や、ミスアロハフラによるフラ楽器の使い方、レイメイキング、メリーモナーク出場経験のある日本人フラ
ダンサーへのインタビュー等、ここでしかみることのできない貴重な映像をぞくぞく配信しております。 
 
アロハネクスト会員特典 
・DVD と Blu-rayの割引購入  
・300本以上のコンテンツ無料視聴  
・その他の参加イベントの写真も無料贈呈 ※弊社主催イベントに限ります。 
・演舞写真だけでなく、バックステージの写真もまとめて 30枚プレゼント︕ 
《アロハネクストに登録した方が絶対にお得です︕登録お待ちしております︕》 
※コンペティションの性質上、会場内でのお客様ご自身での撮影は禁止とさせていただきます。 
 
 

■提出資料 ※出演確定後にご提出していただきます。 
提出資料に関しましては、後日提出用の Dropbox フォルダをハラウごとに用意し、リンクを共有致します。 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
① エントリーシート 

必要事項をご記入ください 
 

② 各種申請書 
1.  出場者情報 

 必要事項をご記入ください 

2. 出捌け情報 

 当日の演舞時の出捌けについてご提出いただきます。 

 入場と退場について、上手/下手や、照明・音響のタイミングをご記載ください。 

3. パス申請書 

 楽屋、バックステージにはパスをお持ちの方しかご入場いただけません。会場からバックヤードに入場

する全ての方のお名前等の情報の提出を求められる場合があるため、入場する方の情報をご提出

ください。 

 ソロ部門は演舞者への出場者パス（1枚）、指導者への指導者パス（1枚）、ヘルプの方への

ヘルプパス（1枚）の合計 3枚を付与します。 



 
 

 団体部門は演舞者数分の出場者パス、指導者への指導者パス（1枚）のほか、ヘルプの方につ

いては出場者数を 3 で割り、端数が出た場合は 1 を加算した数を付与します。 

（例）出場者が 8名の場合︓8÷3＝2.～→2＋1＝合計 3枚分のヘルプパスを付与 

4. プログラム用紹介文 

 大会当日に配布されるプログラムに掲載する紹介文です。150字以内で記載ください。 

5. SNS用紹介文（アンケート） 

 公式 SNS（Instagram/Facebook）に掲載する紹介文です。字数制限はありません。 

 3問用意しておりますので、お気軽にご回答ください。皆様のお人柄が伝わるような楽しい内容をお

待ちしております♪ 

 記載いただいた文章をそのまま SNS に掲載します。 

6. 当日アナウンス用紹介文 

 審査に影響しないよう、日本語でご記載ください。当日、来場者に向けて演舞前に読み上げます。

クムフラの審査時間を確保するためにアナウンスの時間を設けています。 

 プログラム用文章や動画とは異なる内容で、下記を含むような内容でお願いいたします。不明な場

合、過去の映像をアロハネクスト等でご覧いただき参考にしてください。 

 演舞曲の内容（動画内では説明しきれなかった内容など） 

 演舞のアピールポイント（この振付が好きな部分、ここをぜひ見てほしい︕など） 

 来場者へのメッセージ 

 フラに対する想いや日ごろどんなふうに向き合っているか 等 
 
④ 写真 

・ 写真を 2枚ご提出ください。 
・ どちらの写真も大会公式 SNS に掲載いたします。 
 
（1） プログラム用 

大会当日に配布されるプログラムに掲載、出場者の紹介の際にプロジェクターにて放映されます。 
写真のサイズ規定はございませんが、画質が良く、お顔がよく見える横長のものを jpeg 形式にて提出くださ
い。画素数が低すぎる場合、再提出をお願いする可能性がございます。 
 

（2） 自由 
写真は縦長・横長は問いません。初めての方はハイスクールフラ/カレッジフラコンペティションの公式 SNS で
昨年度までの出演者の内容をご参考ください。 

 
③ 動画 

・ 公式 SNS に掲載いたします。 



 
 

・ 動画は大会当日、出場者の紹介の際に利用する可能性がございます。 
 

動画の形式 注意事項 
20～30秒以内 
MP4 またはMOV形式 
横長で撮影 

日本語を使用 
動画内での演舞禁止 
字幕、BMG等はつけない 
正面からカメラ 1台で撮影すること 

 
 
④ 個人情報許諾書 

・ 個人情報の取り扱い等に関してご確認の上、サインをお願いいたします。 
・ 許諾書を印刷し、直筆でサインしたうえで PDF にてご提出ください。 
 

⑤ 音源データ 
・ 音源は録音音源を使用し、事前にデータで提出すること。データ形式は MP3, AIFF, WAV のいずれかとし、
M4A形式は不可とする。 
・ 音源は編集済みのものとする。再生ボタンを押す以外の操作は行わないため、一度の再生で全てが流れるよう
編集すること。 
・ 曲の前後に無音の部分が続かないよう編集すること。 
・ 当日予備として事前提出したデータを録音した CD データを会場に持参すること。CD ファイルの形式はWAV ま
たは AIFF とする。 

 

■スケジュール 
2023年 2月 3日（金）︓受付開始 
2023年 6月中旬以降  ︓出演決定の連絡 
2023年 7月 7日（金） 23時 59分まで︓提出資料①～④、提出締切 
2023年 7月 21日（金）23時 59分まで︓提出資料⑤、締切 
提出資料に関しましては、後日提出用の Dropbox フォルダをハラウごとに用意し、リンクを共有致します。 
 
 
 

カレッジフラコンペティション実行委員会 
03-5738-8844（平日 10-17時） 

info@collegehula.com 


