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   第４８回マーチングバンド全国大会～e-Marching Special Edition 2020～ 

               北海道代表選考会 実施要領 

                           日本マーチングバンド協会北海道支部 

この選考会は、第４８回マーチングバンド全国大会コロナ禍の特別実施規定に基づき実

施するものである。コロナ禍における事前収録動画配信の全国大会に準じ、北海道選考

会においても感染拡大防止のため、事前収録動画による代表選考を行う。 

 

１ 主 催 日本マーチングバンド協会北海道支部 

 

２ 日 程  参加受付締切日 10月 15日(木) 

       画像提出期日 11月  4日(水) 

       選   考   日 11月 15日(日） 

       推薦団体決定 11月 24日(月） 

 

１０月１５日（木） 参加受付締切 

11月 ４日（水） YouTube に作品をアップロード（限定公開）し、リンク先 URLと演

奏演技時間を支部事務局アドレス 

(ayataichi@msh.biglobe.ne.jp)へ送信する。 

参加団体→事務局 

11月 7日（土） 事務局にて YouTube にアップロードされた作品映像データの確認

チェックを行う。 

事務局→講評者 

11月 15日（日） 講評者へ各団体の動画の URLを通知する。 

3名の講評者がそれぞれ動画を視聴し講評する。 

各講評者は講評用紙と推薦団体を北海道支部へ報告する。 

11月 2４日(月) 事務局が講評結果を取りまとめ、結果を参加団体に通知する。 

事務局→参加団体 

 

３ 参加資格 

（１） 令和２年(2020 年)１０月１５日（木）までに、一般社団法人日本マーチングバンド協会に

加盟登録を完了していること。 

※大会参加は加盟登録名で参加すること。 

（２）参加メンバーは年間でその団体に所属していること。（※短期メンバー補強は不可） 

（３）各地区協会より推薦されていること。（※地区協会の推薦書を同封のこと（コピー可）） 

（４）指定する期日までに次の出場手続きを終えていること。（令和２年１０月１５日（木）必着） 

・参加申込書 

・参加費の納入 

・音楽著作権に関する書類の提出 

・その他指定した書式の提出 

（５）団体エントリー料１０，０００円、構成メンバーの参加費は、一人につき１，０００円とする。 
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４ 部門と編成  

 (1)部門  

  ★小学生の部★ 

   ①単一加盟団体の小学生構成 

   ②複数加盟団体の合同小学生構成 

   ③指揮者については、2名まで自由資格とする。但し、小学生以外の指揮者は指揮を行えるが 

    演奏 演技をしてはならない。  

  ★中学生の部★ 

   ①単一加盟団体の中学生構成 

   ②複数加盟団体の合同中学生構成 

   ③単一加盟団体の小・中学生構成 

   ④複数加盟団体の合同小・中学生構成 5指揮者については、2名まで自由資格とする。但し、 

    小中学生以外の指揮者は指揮を行えるが演奏演技をしてはならない。  

  ★高等学校の部★ 

   ①単一加盟団体の高等学校団体 

   ②同一学校法人内の高等学校及び中学校による合同構成 

   ③複数の公立高等学校による合同構成(公立高等学校の統廃合に伴う移行期間中)  

    ※上記のような特殊事情がある場合に限り、合同による出場を認める 
   ④指揮者については、2名まで自由資格とする。但し、生徒以外の指揮者は指揮を行えるが演 

    奏演技はしてはならない。  

  ★一般の部★ 

   ①単一加盟団体による構成。但し、未就学児は除く。  

  

  (2)人数編成  

   ※編成についての留意点  

    小学生の部・中学生の部・一般の部における小編成・大編成及び高等学校の部における小編 

    成・中編成・大編成の区分は、全国大会における編成(人数)を確認の上、編成別登録を行う 

    こと。 

  ★小学生の部★ 

   ①編成人数は下記とする。  

    ア.小編成(指揮者を含めて 50名以内) 

    イ.大編成(指揮者を含めて 51名以上)  

   ②小編成・大編成の順で演技する。  

  ★中学生の部★ 

   ①編成人数は下記とする。 

    ア.小編成(指揮者を含めて 54名以内) 

    イ.大編成(指揮者を含めて 55名以上)  

   ②小編成・大編成の順で演技する。 

  ★高等学校の部★ 

   ①編成人数は下記とする。 

    ア.小編成(指揮者を含めて 54名以内) 

    イ.中編成(指揮者を含めて 55名以上 90名以内) ウ.大編成(指揮者を含めて 91名以上)  

   ②小編成・中編成・大編成の順で演技する。  

  ★一般の部★ 

   ①編成人数は下記とする。 

    ア.小編成(指揮者を含めて 54名以内) 

    イ.大編成(指揮者を含めて 55名以上)  

   ②小編成・大編成の順で演技する。  
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  (3)楽器編成 

   ①楽器編成は自由とする。 

   ②シンセサイザー、エレクトリックピアノ、エレクトリックギター、エレクトリックベース等 

    の電源を必要とする電子楽器、及びピアノ、オルガン、ハープシコード、チェレスタ等の重 

    量のある鍵盤楽器は使用不可とする。その他類似するものがある場合は、実行委員会に問い 

    合わせること。  

 

５ 手具・器物・特殊効果関連  

 「手 具」とは...  

   演奏演技者個人が容易に携帯でき、自らが用いる小道具類を手具とする。  

「器 物」とは...  

   楽器・バトン・手具類・ユニフォーム類のどれにも属さず、演奏演技者以外の物を総称して器 

   物とする。なお、楽器や楽器運搬台に装飾を施した場合は器物とみなす。  

「特殊効果」とは... 

   フラッシュ・ストロボ・各種ライト類(ケミカル類含)等の光の効果を用いたもの及びサイレン 

   を特殊効果とする。  

 (1)演技フロアーに搬入する器物については、次に示す規格以内の大きさとする。 

   ※規 格:1m80cm × 1m20cm × 1m50cm以内の立体 ただし、規格内の大きさであっても、1m20cm 

    を越える高さで演奏演技することは禁止する。 

   ①器物を重ねたり密着したりして並べる場合は、その状態が規格内の大きさであること。 

   ②フロアーに敷く布は器物であるが制限を設けない。  

 (2)特殊効果は使用方法・数量等の詳しい説明書を事前に大会審査委員長に提出すること。  

   ①化学反応で発光するケミカルライト類はその安全性が製造メーカーによって保証されてい 

    るもののみ使用できる。 

   ②乾電池以外の電源の使用は禁止する。 

   ③火気・ガス類・液体類及び固形燃料類は使用を禁止する。 

   ④乗り物(自転車、バイク、ローラースケート、スケートボード等)、ドローン等リモコンで操 

    作されるもの、動物は不可。 

 (3)国旗等の使用は敬意を損なわない最大限の注意をすること。尚、フラッグ等に用いる場合は原  

   形での使用を禁止する。  

 

６ 大会における著作権について 
   大会参加における著作権は著作権法に基づくものであり、大会に参加する団体はこの著作権法

を遵守しなければなりません。 

   以下の事項は、あくまでもその一部を補助的なものとして明記してありますが、大会に参加す

る団体は法律で定められた事項を遵守することが必要です。大会に使用する曲について万が一、

版元とのトラブルが生じた場合は団体の責任の下に処理していただきますのでご承知おきくだ

さい。  

 

 (肖像権について) 

    プロップなどに人物画、キャラクター等をテデジタルコピーまたは複写して使用する場合は 

   肖像権の使用許諾が必要です。各団体で申請し、使用許諾の証明書のコピーを参加申込時に必 

   ず添付すること。証明書が無い場合は使用できません。 
   ①国旗、外国旗、国旗に準じた物、国旗に類似した物（衣装を含む）を使用する場合は、敬意

を損なわないようその扱いに十分注意すること。フラッグ等で使用する際は、原形のままで

使用しないこと。 

   ②肖像権等の発生する物（絵・写真・ロゴ等）を使用する際は、各団体の責任のもとに肖像権

管理者の使用許諾を得て証明書（任意様式）を提出すること。 

 

 (音楽著作権使用許諾申請について) 

   使用曲に音楽著作権使用許諾申請が必要かの有無を確認します。  

  1.市販の楽譜を指定の編成で利用する ········ 音楽著作権使用許諾申請の必要がない 
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   ※市販の楽譜を使用する場合は、購入を証明する(領収証等)のコピーを添付し提出して頂きま 

   す。日本国外から直接購入された楽譜は演奏できない場合もございますのでご注意ください。  

 

  2.市販の楽譜をアレンジして利用する ········ 音楽著作権使用許諾申請の必要がある  

   ※市販の楽譜にマーチングパーカッションを加えるなど、指定の編成を変えて利用する場合  

    は、編曲使用許諾が必要です。  

  3.原曲を自らアレンジした楽譜を利用する ···· 音楽著作権使用許諾申請の必要がある  

   ⇒事前に団体ごとに原曲の作曲者または版権を持っている出版社に対して編曲使用許諾申請 

    を行ってください。(使用料等の金額並びに支払方法も提示される事があります。) 尚、著

作権は著作者の死後 70年を経ると消滅する事が原則ですが、外国曲の中には、第二次世界大

戦の期間に相当する約 10年を延長して保護する必要がある楽曲が多く存在します(戦時加算)。  

 

   (1)2020年時点で編曲許諾が取れない可能性の高い作曲家 

      バーンスタイン「ウエスト・サイド・ストーリー」など 

      コープランド「アパラチアの春」など 

      ストラビンスキー「火の鳥」など 

 

   (2)他にも編曲許諾が取れない可能性があります。  

    編曲許諾申請は著作権管理団体(JASRAC・日本音楽著作権協会 ほか)が公開している楽曲デ 

    ータベースを参照した上で版権を持っている出版社に、必ず事前に確 認をとってください。  

  ⇒編曲使用許諾を証明する書類を提出すること。 尚、版権を所有している出版社によっては公 

   式の許諾用書式がない場合も想定されますが、その場合は、版権所有の出版社名、担当者名、 

   連絡先、許諾に関する対応をされた期日等を記入し、許諾に要した金額の領収書等(コピー可) 

   を添付してご提出ください。  

 

  4.自作曲を利用する ····音楽著作権使用許諾申請の必要がない 

              ※上記の申請は、参加手続きまでに申請が終了している事。  

 

 (楽譜の複製・コピーについて)  

 市販の楽譜をコピーして使用する場合や、楽譜データをデジタルコピーしたりプリントアウトした

り して使用する場合は、著作権者の許諾が必要です。著作権管理団体(JASRAC ほか)にお問い合わせ

ください。  

※社会人の活動はもちろん、学校の部活動で利用する場合でも著作権者の許諾は必要です。 ※JASRAC

の管理楽曲については、複製部数が 100 部までの場合、1 曲につき歌詞・楽譜それぞれ 1,600 円(消

費税抜き)です。 

※高等学校までの教育機関での楽譜コピーについては、1 曲につき歌詞・楽譜それぞれ 400 円(消費 

税抜き)となる減額措置が適用される場合があります。  

※外国曲の場合は指し値となるため、減額措置が適用されないほか、一般的に高額となりますのでご

注意ください。  

不明点は、以下にお問い合わせください。 

 

一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)出版課 03-3481-2170 http://www.jasrac.or.jp  

楽譜コピーに関する情報は、以下のウェブサイトに掲載されています。 楽譜コピー問題協議会(CARS) 

https://www.cars-music-copyright.jp  

 

※発生した著作権料は各団体の負担となります。 

 

７ 全国大会への推薦団体数  

小学生 中学生 高校生 一般 合計 

１ １ １ ２ ５ 
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８ 審査要領 

(1) 今回の代表選考会は、講評者３名による講評をおこない推薦団体を決定する。 

※キャプション別の審査は行わない。 

 

（2）講評者3名がそれぞれ動画を視聴し、「音楽と視覚の調和」「演奏の調和」「演技の調和」の３

項目の観点で講評し総合的な評価により推薦団体（上記７推薦団体数）を選考する。 

  ※書面により３項目それぞれについての講評をする。 

 

 (3)各部門において推薦枠数を上回る場合は、講評者の多数決により推薦団体を決定する。 

 

 

（4）動画の収録については演奏演技開始から演奏演技終了までを次のように定める。 

  ① 小学生の部・中学生の部 ６分３０秒以内 

  ② 高等学校の部・一般の部 ８分以内 

   ※動画の演技前後の余白部分は各10〜15秒程度とする。（サリュート等に使用する） 

   ※事前に事務局において動画の演技時間を確認します。時間超過の場合は失格となりますので 

    動画の収録時間を厳守するようお願いします。 
※動画のリンク先URLと演技のスタートと終了のタイムを事務局へメールで連絡するようお願いします。 

    ア）動画リンク先 URL 

    イ）動画の演技（講評の対象となる時間）の開始時間及び終了時間 

      演技開始時間 動画スタートから    分   秒  

      演技終了時間 動画スタートから    分   秒  

 

（5）その他の器物や特殊効果等の規定は、全国大会実施規定に準じる。（５手具・器物・特殊効 

   果関連参照） 

 

（6）今大会においての注意事項 

   ① 参加申し込み及び関係書類提出の期日が過ぎた場合は参加を受け付けない。 

   ② 動画提出期日までに著作権使用許諾許可証（該当の場合）の提出が無い場合は失格とする。 

   ③ ４部門と編成、８審査要領（４）に違反した場合は失格とする。 

   ④ ５手具、器物、特殊効果関連に反した場合は、注意・警告とする。 

 

 (7) 講評者について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講   評   者（五十音順） 

井芹 康貴 先生〜一般社団法人日本マーチングバンド協会公認指導員 

         東京音楽大学 吹奏楽アカデミー客員教授 

         東京消防庁音楽隊・カラーガーズ隊 指導講師 

福島 格史 先生〜一般社団法人日本マーチングバンド協会公認指導員       

山田 江味 先生〜一般社団法人日本マーチングバンド協会公認指導員 

         尚美ミュージックカレッジ専門学校講師 
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９ その他 

（１）大会参加に要する経費は参加団体の負担とする。 

（２）構成メンバーの登録は演技予定者名を記載し参加費を納入する。 

   ※構成メンバー数には指揮者、ドラムメジャーも含めること。 

（３）納入された参加費は返却しない。 

 

１０ 動画の撮影について 

（１）動画撮影方法について（全国に準じる） 

  ①撮影者 

  (ア)音楽著作権保護の観点から専門業者に依頼しての撮影は禁止。 

    出演団体に関わる個人が撮影した未編集動画を作成する。 

  (イ)撮影については自団体で行う。 

    （近隣地域での団体間で協議の上、撮影場所の共有は可とする。） 

  ②撮影に使用する機材 

  (ア)外部入力マイクを使用する場合はワンポイントマイクに限定する。 

  (イ)家庭用ビデオカメラで撮影することを推奨するが、スマートフォンでの撮影も可とする。 

  (ゥ)全体が収まる画角サイズ（広角レンズ）で撮影することが望ましい。 

   （魚眼レンズまたは GoProは使用不可） 

  (エ)三脚等を使用し、ビデオカメラを固定した状態で撮影すること。  

 

（２）撮影する環境 

  ①センターにカメラを設置し、俯瞰で（右の写真参照） 

   常に全体が映されている状態で撮影を行う。 

  ②屋内、屋外の制限は設けない。 

  ③Pitの演奏している状況が画面で確認出来る事を推奨する。 

   指揮者に関してはその限りでは無い。 

  ④音声収録上の注意点として、残響が長く演奏が破綻して聞こえる会場での撮影は控え   

   る。また屋外の場合は、風ノイズが入らない様に注意をする 

 

（３）撮影する素材について 

  ①撮影素材は、自団体のパフォーマンス（時間は実施要項で定められた時間内）とする。 

  ②自団体のパフォーマンスはコロナ禍での厳しい活動環境の中、何よりも安全を第一に無理のな

い範囲の作品として、撮影すること。また演奏演技開始から終了までの通し撮影とし、編集は

行わないこと。入退場の撮影は不要とする。 

 

（４）撮影に関するその他 

 ①撮影に関する責任 

  (ア)撮影に関する事故等についての一切の責任は参加団体がもつこと。 

  (イ)新型コロナウイルス感染拡大防止に関しては最大限の注意を払い撮影すること。 

  (ゥ)移動や撮影中の不慮の事故も想定し、傷害保険等も適切に対応すること。 
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 ②撮影にかかる経費への補助 

   撮影にかかる経費（会場費、移動費、機材費）として、参加団体一律に１０，０００円を北海 

   道支部より補助する。 

 

 

 

 

（５）YouTube への作品アップロードについて 

 

Googleアカウント作成が必要です。 

申し込んた団体には, YouTube へのアッフロートのために,Google アカ ウントを作成していただき

ます。  

YouTube を利用するのは,できるだけ同じ条件で動画を再生し審査するのが目的です。  

一般社団法人日本著作権協会(JASRAC)による と,企業や団体が一括でアップロードすると内国曲し

か扱うことができないので各団体の指導者または代表者が個人アカウントを作成してアップする方

法をお勧めするとのことです。  

今回の動画は限定公開としてアップロードするようお願いします。 

アップロード方法については次の YouTube のサイトを確認ください。  

動画投稿（共有）サイトでの音楽利用 

https://www.jasrac.or.jp/info/network/pickup/movie.html 
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□参加申込先  参加申込期限／令和２年１０月１５日（木）必着 

 

 

 

 

 

 

 

□参加費振込先  振込期限／令和２年１０月１５日（木）入金 

 

 

 

 

 

 

 

参加申し込みについて 

○申し込みは次の書類を揃え、実行委員会事務局まで郵送してください。 

令和２年１０月１５日（木）必着 

１ 参加申込書             

２ 演奏演技内容申告書         

４ 構成メンバー表 

３ 振込金額確認書（補助金振り込み口座もご記入ください） 

５ 地区協会推薦書 

６ 著作権使用許諾許可証（該当の場合） 

※当協会様式を使用して頂くか類以した形に作成し、用紙のサイズ変更等は避けてください。 

※記入の際、不明な点、また様々な事情から提出が遅れる等の事態が生じた場合は、 

 総務までお気軽にご連絡ください。 

 

 

□実施に関する問い合わせ先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インフォメーション 

〒００６－０８５２ 

 札幌市手稲区星置２条８丁目６−１５ 

 第４８回マーチングバンド全国大会～e-Marching Special Edition 2020～ 

     事務局 中 川 雅 人 

              ＦＡＸ：０１２３－３２－６６３５ 

ＦＡＸ：０１１－６９１－４１５７ 

 銀行名：ゆうちょ銀行     店名：九〇八      店番：９０８ 

預金種目：普通預金    口座番号：３４３６４４０ 

名前：ヤマワキ ケン 

〒００６－０８５２ 

 札幌市手稲区星置２条８丁目６−１５ 

 第４８回マーチングバンド全国大会～e-Marching Special Edition 2020～ 

     事務局 中 川 雅 人 
        e-mail  ayataichi@msh.biglobe.ne.jp 

        ０８０−５０３７−１５０３ 

     ※携帯へはすぐに出られない場合があります。 

      留守番電話にメッセージを入れてください。 


