
今年も開催♪マスターズ！大人の大会です！ 

2019年10月13日(日) 10:45 START！   

オール de ジャパン  
エアロ・マスターズ 2019 

 

＜受付期間 9/3～10/5＞申込順、定員になり次第しめきります。 

有明スポーツセンター プール棟3F レクホール   

主催:江東区エアロビック連盟 主管:NPO法人東京都エアロビック連盟 

第1部 公式競技 対象年齢18歳以上 参加費／おひとり5,000円  募集50名 

※競技エリア：目安のラインは設置しますが、 
ラインジャッジはありません。 

各部門とも 年齢は２０１9年１２月３１日現在 
＊ルールについては(公社)日本エアロビック連盟の公式サイトをご参照ください。 
＊審判はJAF認定審判員(主任審判員・難度審判員・実施審判員・芸術審判員)による。 
＊各部門の上位入賞者は表彰があります。各部門の参加者数が3名未満の場合、 
 表彰をしない場合があります。演技発表部門は各賞の表彰があります。 

【お問合せ】確実な返答のために、FAXまたはメールでお問い合わせください。 
   Fax番号：03-3534-5248  Ｅ-mail：kotoaerobic@gmail.com 

【申込方法】大会申込方法をよく読んでお申込下さい。 

Most  Impressive  Player（MIP）の表彰があります！参加者、観覧者みなさんの投票で決まる賞です！ 

カテゴリー 部門 対象年齢 ルール 構成人数 時間 競技エリア※ 

シニア3 

男子シングル 45歳以上 

JAFエアロビック 
競技・採点規則 

2017-2020  
（対象年齢はこの

大会に限る） 

男子または 
女子1名 

1分20秒±5秒 

7m×7m 

女子シングルA 45～54歳 

女子シングルB 55歳以上 

シニア2 
男子シングル 

18～44歳 
女子シングル 

シニア1 
男子シングル 

18歳以上 10m×10m 
女子シングル 

第2部 フライト競技 対象年齢18歳以上 参加費／おひとり5,000円 決勝あり！ 
 リーダー：廣瀬 亜須可  サブリーダー：相澤 玲美 当日発表のルーティンで行います。  

区分 カテゴリー 部門 カテゴリー 部門 

フライト シニア 

女子1 

マスターズ 

女子マスターズ1 

男子1 女子マスターズ2 

女子2 男子マスターズ 

男子2 グランドマスターズ 

女子3 

第3部 演技発表部門 参加費／5名まで1組7,000円（1名増す毎に1,000円プラス） 募集10組        

部門 ルール等 構成人数 時間 競技エリア 

演技発表 
自由（ダンスであれば    
どのジャンルでもOK） 

チームの半数までは 
子ども参加可能 

3分間 
およそ10m×10m 

（天井高に制限あり） 

第4部 ♪ワンコインレッスン 参加費／おひとり500円 どなたでもご参加できます♪ 担当：堀 慎二      

ラストは 
「昭和のエアロ」で
盛り上がりましょう

♡♡♡         



＜大会申込方法＞ 9/3 受付開始。公式競技・演技発表は定員になり次第しめきります。 

① 申込前に参加費を振込。ゆうちょ銀行に振込口座が変わりました。ご注意ください。 

 

【参加費振込口座名】 江東区エアロビック連盟（コウトウクエアロビックレンメイ） 

ゆうちょ銀行から振り込む場合： 記号 １０１３０  番号 ５６７６８７９１ 

 

その他の金融機関から振り込む場合： 店名 〇一八（ゼロイチハチ） 店番 ０１８ 

                  普通預金  ５６７６８７９ 

 

申込者名と振込者名は同一でお願いいたします。 

1 名分ずつお振込ください。 

振込手数料は申込者ご負担にてお願い致します。 

なお、一度納入頂いた参加費等は、いかなる場合も返金できませんのでご了承ください。 

 

② 申込用紙に必要事項を記入の上、FAX または郵便でお送り下さい。 

 

申込用紙 1 枚で複数人数の申込はできません。 

    1 名 1 枚ずつご記入ください。 

 

Fax 番号：０３-３５３４-５２４８ 

郵送先：〒135-0061 東京都江東区豊洲 1-2-27-116  

江東区エアロビック連盟 

 

③ 公式競技、演技発表 使用音源は上記郵送先まで、事前にお送り下さい。10/6 必着 

上記申込書と一緒に送って頂いても OK です！ 

 

・音源は CD のみ使用可能。演技曲のみ 1 曲を録音。 

・PC で編集した CD-R は、ファイル形式により再生できない場合あり。 

念のためスペアの音源を、出場時手近に用意すること。 

・ＣＤの表面には何も貼らないこと。油性ペンで選手名、参加部門名だけを明記。 

また、読み取り面のきれいなものを提出すること。傷、汚れによる再生不良が大変に多いため。 

・曲の取り違えが無いよう注意。公式競技はルールに則り使用曲を用意すること。 

・ハードケースに入れ、事務局あてに普通郵便、またはレターパックライトで郵送。 

受取に印鑑の必要なものは不可。 

上記期日までに正しい状態で提出されない場合、キャンセル扱いとする。 

 

＜安全な大会運営のために、ご協力をお願い致します＞ 

※大会当日、万一けが等障害が発生した場合は、直ちにご報告ください。 

当連盟で加入する「レクリエーション保険」の範囲内での補償となりますのでご了承ください。 

 ※貴重品の管理は各自でお願いいたします。 

☆申込確認の返信は致しません。後日 HP に掲載される参加者名簿をご確認ください。 

☆演技順は厳正な抽選により主催者が決定いたします。 

 

 

江東区エアロビック連盟ホームページ  http://aero-sports.wixsite.com/hp-koutou 

 

NPO 法人 東京都エアロビック連盟ホームページ  http://www.npo-taf.org 

 

 

 



 FAX 03-3534-5248   受付期間 9/3～10/5 

 

2019/10/13 開催 

オール de ジャパン エアロ・マスターズ 2019 申込用紙 

 

 

 

 

 

ふりがな  男
・
女 

所属クラブ、チーム等 

参加者名  

 

生年月日 西暦    年   月   日 年齢（    ）歳 2019 年 12 月 31 日現在 

住 所 
〒 

 

Fax 
 

Tel 
 

メール 
 

携帯 
 

参加部門 ○で囲んで下さい 参加費 金額を記入 

フライト競技 

女子1 男子1 女子2 男子2 女子 3 

5,000 円 円 
女子マス

ターズ 1 

女子マス

ターズ 2 

男子マス

ターズ 

グランド 

マスターズ 

公式競技   

（シングル） 

シニア 3 男子（45 歳以上） 

シニア 3 女子 A（45～54 歳） 

シニア 3 女子 B（55 歳～） 

5,000 円 

円 

シニア 2 男子／ シニア 2 女子 

（18～44 歳） 
円 

シニア 1 男子／ シニア 1 女子 

（18 歳以上） 
円 

演技発表 
5名まで1組7,000円          

（1名増す毎に1,000円プラス） 
7,000 円 円 

ワンコインレッスン 500 円 円 

演技発表チーム名：                 

ダンスのジャンル：                 人数   名 

振込合計金額  

     円 

ゼッケン№  

 

 

後日HPでご確認ください 

 
参加費振り込み日：    月    日 



 

 

オール de ジャパン エアロ・マスターズ 2019 

 第 2 部 フライト競技 年齢区分について 

区分 カテゴリー 部門 年齢 

フライト 

シニア 

女子 1 18～29 歳 

女子 2 30～44 歳 

女子 3 45～49 歳 

男子 1 18～39 歳 

男子 2 40～49 歳 

マスターズ 

女子マスターズ 1 50～54 歳 

女子マスターズ 2 55～59 歳 

男子マスターズ 50～59 歳 

グランドマスターズ 60 歳以上 
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