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こうべ洋舞トライアルステージ実行委員会 

 

 

2022 年 第 15 回こうべ洋舞トライアルステージ 

申し込み方法について 
 

 

 2022 年のトライアルステージの申し込みについて、要望の多かったオンラインエン

トリーも可能にしました。これまで通り用紙での受け付けも可能です。 

 

【オンラインから申し込み】 

① 募集要項で出場希望部門のエントリー料を確認のうえ、指定口座にお振込みく

ださい 

② 申し込みサイト「スポーツエントリー」にアクセス 

https://www.sportsentry.ne.jp/event/oesys/85547 

③ 出場希望部門を選択し、必要事項を記入ください 

（振り込み日、振り込み名義人もご入力いただきます） 

④ スポーツエントリーから確認メールが届きます 

 

【用紙から申し込み】 

① 募集要項で出場希望部門のエントリー料を確認のうえ、指定口座にお振込みく

ださい 

② 同封の用紙に必要事項記入の上、ＦＡＸして下さい 

③ スポーツエントリーから確認のメールまたはＦＡＸが届きます 

 

 

＜その他連絡事項＞ 

 新型コロナ等の影響で中止になった場合、振り込み手数料を引いた全額を返金

致します 

 募集要項は兵庫県洋舞家協会ホームページからダウンロードできます 
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参加要項



○名　　称
　第 15 回こうべ洋舞トライアルステージ

○目　　的
　洋舞芸術の振興と舞踊の技術向上、大きな舞台へ挑戦する機会を設けることを目的に開催します。

○日　　時
　令和４（2022）年３月 30 日（水）12 時半開演（予定）、31 日（木）11 時開演（予定）

○会　　場
　兵庫県立芸術文化センター阪急中ホール
　（阪急神戸線「西宮北口」駅より南へ徒歩２分／兵庫県西宮市高松町２-22）

○参加資格
　・�シニア部門以外は、令和４（2022）年４月１日現在で、バレエ団・バレエ学校に在籍する小学校
の新３年生以上の男女

　・�シニア部門（大人からダンスを始められた方、再開された方）は、令和４（2022）年４月１日現在で、
18 歳以上の男女。団体に所属していないフリーの方も参加可。３月 30 日（水）で開催予定。

○参加規定
　・�クラシックバレエはヴァリエーション（バレエシューズ可）、グラン・パ・ド・ドゥ、パ・ド・ドゥ、
パ・ド・トロワ、パ・ド・カトルです。

　・�グラン・パ・ド・ドゥ、パ・ド・ドゥ、パ・ド・トロワ、パ・ド・カトルに出場希望の方は備考
欄に出場希望日をご記入下さい。

　・�創作（モダン、コンテンポラリー、その他、ストリートダンスは除く、創作バレエは可）は、い
ずれも７名までの作品とします。小道具の使用は認めますが、装置の使用は不可です。

　・伴奏の音源はオーディオCD（音楽用CD）のみ受け付けます。
　　① �CD は新品の CD-R １枚に１曲のみ CD-DA 方式で録音してください（MP3 データ、データ

CD、CD-RW、DVDは使用できません）。
　　② �CDは本番用、バックアップ用の計２枚を用意し、それぞれ破損を防ぐため、固い素材ででき

た角型で透明のCDケースに入れてください。「出場番号」「氏名」「作品名」「音のキッカケ」「舞
台の出」をCDに直接記入（CD本体にシール等を貼り付けたり、ボールペン等先端の尖ったも
ので記入するのは不可とします）、さらに所定の用紙（後日、参加証と共に送付します）にも同
様に記入しCDと一緒にCDケースに収め、当日、受付で提出してください。

　　③�使用曲を１枚の CDに録音してください（ただし、途中で曲を止める必要のある場合は、その
箇所だけ曲を分けてください）。

　　④ �CDの再生はカウンターの０分 00 秒 00 よりスタートします（音出しのタイミングがきっかけ
の場合でも同様に再生しますので、曲頭の処理には注意してください）。

　　⑤ �CD は録音後、録音に使用した以外の別の機器で、曲の始めから終わりまで正常に再生できる
か必ず確認してください（当日、お持ちになった本番用とバックアップ用の CDが再生できな
い場合、ご参加いただけませんのでくれぐれもご注意ください）。

　　⑥バックアップ用のCDは本番用と同じものをご用意ください。
　　⑦同じバレエ学校等で同じ曲を使用する場合でも参加者ごとにCDをご用意ください。
　　　※録音に関するお問い合わせ先は、
　　　　神戸国際ステージサービス株式会社（担当＝津田）TEL ０７８－９９４－９１２２です。

○参加料と制限時間

部門 制限時間 参加料 備考

クラシックバレエ　ヴァリエーション 3分
15,000 円 1 名
24,000 円 2 名

モダン、創作、コンテンポラリー、クラシックバレエ
（ヴァリエーション以外）

4分 16,000 円 1 名

5 分
32,000 円 2 ～ 4 名
47,000 円 5 ～ 7 名

クラシックバレエ　グラン・パ・ド・ドゥ、パ・ド・ドゥ
12 分 42,000 円 2 名

（男女で踊られる方）12 分～ 14 分 52,000 円

クラシックバレエ　パ・ド・トロワ、パ・ド・カトル
12 分 42,000 円 3 ～４名

（男女で踊られる方）12 分～ 14 分 52,000 円

○受付規定
　参加申込書の受付後、申込内容の変更は認めません。

○出演日時と順番
　日時、順番とも主催者で決定します。

○参加証、楽屋通行証等の送付
　令和４（2022）年３月上旬頃に所属のバレエ団・バレエ学校および送付先へまとめて宅配便で送ります。

○入場料
　無料ですが、入場整理券が必要です。入場整理券は参加証等と一緒に参加人数に応じた既定の枚数
をお送りします。

○申込方法
　エントリーサイト「スポーツエントリー」から申し込んでください。
　・オンラインの場合　下記URLのエントリーページで必要事項を入力
　　https://www.sportsentry.ne.jp/event/oesys/85547
　・FAXの場合　所定の用紙に必要事項を記入後、0120-37-8434 へ FAX
　　※ FAXをお送りいただいた場合、２営業日以内（土日祝日は翌営業日）にスポーツエントリーよ

り、E-MAIL または FAXへご返信いたしますので必ずご確認をお願いします。
　　※ご連絡先の記入誤り及び不明瞭、またはお客様の受信設定等による案内の未着に関して、事務

局では一切の責任を負いかねます。
　　※申し込みに関するお問い合わせはスポーツエントリーTEL：0570-039846（平日 10：00～ 17：30）
　　※ガイダンスのあと「２」を押してください。

○振込先
　銀 行 名：三井住友銀行　　　支店名：三宮支店　口座種別：普通
　口座番号：９５９４８７２　　口座名：トライアルステージ実行委員会事務局

○募集期間
　令和３（2021）年 11 月１日（月）～ 12 月 25 日（土）※FAXは 12 月 24 日（金）17：30 まで
　※ただし定員になり次第、締め切ります。

○問い合わせ先／事務局
　兵庫県洋舞家協会「こうべ洋舞トライアルステージ」事務局
　〒 650－8571　兵庫県神戸市中央区東川崎町１－５－７　神戸新聞社事業局内
　TEL ０７８－３６２－７０８６（平日９時半～ 17 時半）　FAX ０７８－３６０－５５１９

エントリーページ
ＱＲコード
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2022年
第15回こうべ洋舞トライアルステージ参加申込書

　参加費振込日　　　　　　　月　　　　日 振込人名義（カタカナ）

シニア部門として参加 希望する　　　　希望しない　　� ※どちらか○で囲ってください

参 加 部 門
ヴァリエーション１人　ヴァリエーション２人　パ・ド・ドゥ　パ・ド・トロワ　
パ・ド・カトル　グラン・パ・ド・ドゥ　創作（モダン、コンテンポラリー、その
他）　シニア ※該当部門を○で囲ってください

作　品　名
と所要時間

フリガナ
分　　　秒

参　加　者
（2022年４月１日現在）
※複 数 名 出 演
　の場合は２行目
　以降に記入

※１作品につき
　申込用紙１枚��

フリガナ 性別 生年月日・年齢・新学年

氏名 男 ･女
西暦　　　年　　�月　　　日
　　　　　歳�　　　　　年生

フリガナ 性別 生年月日・年齢・新学年

氏名 男 ･女
西暦　　　年　　�月　　　日
　　　　　歳�　　　　　年生

フリガナ 性別 生年月日・年齢・新学年

氏名 男 ･女
西暦　　　年　　�月　　　日
　　　　　歳�　　　　　年生

フリガナ 性別 生年月日・年齢・新学年

氏名 男 ･女
西暦　　　年　　�月　　　日
　　　　　歳�　　　　　年生

フリガナ 性別 生年月日・年齢・新学年

氏名 男 ･女
西暦　　　年　　�月　　　日
　　　　　歳�　　　　　年生

フリガナ 性別 生年月日・年齢・新学年

氏名 男 ･女
西暦　　　年　　�月　　　日
　　　　　歳�　　　　　年生

フリガナ 性別 生年月日・年齢・新学年

氏名 男 ･女
西暦　　　年　　�月　　　日
　　　　　歳�　　　　　年生

音のキッカケ
例）★�下出→中央板付

→音
　　★音先→上手前出 ※キッカケがある場合、袖に（つく・つかない）

　いずれかに○をしてください

舞台の出 上　手　・　下　手

衣裳の色

所 属 団 体

名称
代表者氏名

住所
〒　　　－

TEL　　　（　　　　）　　　　　FAX　　　（　　　　）　　　　　

E-mail
　フリガナ

　　　　　　　　　　　　　　　　@

備　　　考
※�グラン・パ・ド・ドゥ、パ・ド・ドゥ、パ・ド・トロワ、パ・ド・カトルの方は参加希望日を
ご記入下さい。

（先着順　定員になり次第締め切ります）

※FAX申し込みは 12 月 24 日（金）17：30 まで

FAX申し込み用紙FAX番号：0120-37-8434



2022年
第15回こうべ洋舞トライアルステージ

クラシックバレエ　作品名例

　�参加申込書には下記を参考にしてご記入ください。
　�下記にない場合、作品がそれと特定できるよう、明確にご記入ください。
　�振付に著作権がある場合は、出演者がご自身で取得願います。

女　　性 男　　性
＜白鳥の湖＞よりパ・ド・トロワのVa ＜白鳥の湖＞よりパ・ド・トロワのVa
＜白鳥の湖＞よりオデットのVa ＜白鳥の湖＞より王子のVa
＜白鳥の湖＞より黒鳥のVa ＜眠れる森の美女＞より王子のVa
＜眠れる森の美女＞よりローズ・アダジオのVa ＜眠れる森の美女＞より宝石のVa
＜眠れる森の美女＞よりオーロラのVa ＜眠れる森の美女＞より青い鳥のVa
＜眠れる森の美女＞よりフロリナのVa ＜くるみ割り人形＞より王子のVa
＜眠れる森の美女＞よりリラのVa ＜ドン・キホーテ＞よりバジルのVa
＜眠れる森の美女＞より優しさの精のVa ＜ジゼル＞よりアルブレヒトのVa
＜眠れる森の美女＞より元気の精のVa ＜ジゼル＞よりペザントのVa
＜眠れる森の美女＞より陽気の精のVa ＜コッペリア＞よりフランツのVa
＜眠れる森の美女＞よりおうようの精のVa ＜ラ・シルフィ―ド＞よりVa
＜眠れる森の美女＞より勇気の精のVa ＜ラ・フィーユ・マル・ガルデ＞よりVa
＜眠れる森の美女＞より宝石のVa ＜エスメラルダ＞よりVa
＜くるみ割り人形＞より金平糖のVa ＜海賊＞よりVa
＜ドン・キホーテ＞よりキューピッドのVa ＜パキータ＞よりVa
＜ドン・キホーテ＞よりドルシネアのVa ＜ライモンダ＞よりVa
＜ドン・キホーテ＞より森の女王のVa ＜バヤデルカ＞よりVa
＜ドン・キホーテ＞よりキトリのVa ＜グラン・パ・クラシック＞よりVa
＜ドン・キホーテ＞よりVa ＜パリの炎＞よりVa
＜ジゼル＞よりペザントのVa ＜シルヴィア＞よりVa
＜ジゼル＞よりジゼルのVa ＜サタネラ＞よりVa
＜ラ・フィーユ・マル・ガルデ＞よりリーズのVa ＜アレキナーダ＞よりVa
＜コッペリア＞第１幕よりスワニルダのVa ＜タリスマン＞よりVa
＜コッぺリア＞第３幕よりスワニルダのVa ＜騎兵隊の休息＞よりVa
＜エスメラルダ＞よりVa ＜ゼンツァーノの花祭り＞よりVa
＜エスメラルダ＞よりダイアナのVa
＜パキータ＞よりVa
＜パキータ＞よりエトワールのVa
＜海賊＞よりVa グラン・パ・ド・ドゥ
＜ライモンダ＞よりVa ＜眠れる森の美女＞より

　青い鳥とフロリナ王女のグラン・パ・ド・ドゥ＜バヤデルカ＞よりVa
＜グラン・パ・クラシック＞よりVa ＜くるみ割り人形＞より

　グラン・パ・ド・ドゥ＜パリの炎＞よりVa
＜シルヴィア＞よりVa ＜白鳥の湖＞より

　黒鳥のグラン・パ・ド・ドゥ＜サタネラ＞よりVa
＜アレキナーダ＞よりVa ＜エスメラルダ＞より

　ダイアナとアクティオンのグラン・パ・ド・ドゥ＜タリスマン＞よりVa
＜騎兵隊の休息＞よりVa � 等
＜ゼンツァーノの花祭り＞よりVa
＜海と真珠＞よりVa
＜くるみ割り人形＞より中国の踊り
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