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神奈川県高等学校軽音楽連盟

１ 資料確認
２ 決勝会場と日程
３ 審査基準と表彰
４ 決勝使用機材
５ 失格事項および諸注意
６ 緊急時の対応

要保存

１ 決勝会場と日程
日 程 ： ９月 21 日(月・祝)
場 所 ： 県民共済みらいホール ＊受付は３階ですので、動く歩道から来ること
〒231-8418
神奈川県横浜市中区桜木町 1-1-8-2 県民共済プラザビル１階
JR 根岸線「桜木町」駅下車 徒歩約３分
横浜市営地下鉄「桜木町（県民共済プラザ前）
」駅下車 徒歩約７分
みなとみらい線「みなとみらい」駅下車 徒歩約 10 分

時 程 ： 受付時間 午前の部：９：05〜９：30 午後の部：13：20〜13：45
出演グループのメンバー全員と引率職員が揃ったところから順次受付をして
ください。午前・午後の出演順が１番目のグループはサウンドチェックから始
まりますので、５分前には受付を済ませられるように早めに集合してください。
その他のバンドは、出演前に簡単なサウンドチェックを行い、その後演奏とな
ります。ホール内では指定された座席に着席します。
９：00
９：05
９：30
９：45
10：00
12：35

午前１グループ目受付
午前の部受付開始
顧問打ち合わせ
午前の部開会式
午前演奏開始 12 グループ（途中換気休憩 15 分）
午前の部閉会式

13：15
13：20
13：45
14：00
14：15
16：50

午後１グループ目受付
午後の部受付開始
顧問打ち合わせ
午後の部開会式
午後演奏開始 12 グループ（途中換気休憩 15 分）
午後の部閉会式

＊当日の引率顧問職員は１名に限ります。
「セッティングシート」の原本、
「連盟行事参加者
名簿」および「健康観察記録用紙及び参加確認書」を必ず持参の上、当日受付で消毒・検温をし
てから入場となります。これらの提出がない場合は入場できません。
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２ 審査基準と表彰
本年度は 99 組の予選音源審査を２会場で行いました。各会場３名の審査員により、厳正な
審査を行っていただき、各会場 12 組、計 24 組が決勝に駒を進めました。
審査基準
当日の演奏を以下の観点で審査します。
「演奏力」
「作詞作曲アレンジ力」
「独創性」
決勝は５名（予定）の審査員が総合的に判断し(審査基準は WEB にて公開中)入賞バンドを
決定します。別紙アドバイスシートは各審査員に記入していただき、当日閉会式後に、各バ
ンドに配布します。
表彰
(1) グランプリ１組・準グランプリ２組・奨励賞４組の計７組を表彰します。
(2) 上記以外の決勝に進出したグループには神奈川県高等学校軽音楽連盟会長賞が決勝当日
に贈られます。

３

使用予定機材
・ドラムセット

Pearl
BD22” FT16” TT12”13” SN14” HH RC20”
CC16”18”
・ギターアンプ
Roland JC-120
Marshall JCM900
・キーボード
Roland RD-600(それ以外は持ち込んでください)
・ベースアンプ
Ampeg SVT-Ⅱ PRO
※ スネア・キックペダル・シンバルの持ち込みは可です。
※ シンバルを持ち込む場合は、スタンド・ホルダーも持ってきてください
※ 上記以外のキーボード、キーボードスタンド、キーボード用ペダルは各自持参して
下さい。

４

失格・審査対象外となる事項
(1) 顧問職員が引率していない場合（失格）
(2) 受付時間にメンバー全員及び顧問職員が間に合わなかった場合(審査対象外)
※受付時に制服(標準服)を着用していない場合は、受付を行いません。頭髪の染色・
脱色は禁止です。
(3) 出番前に集合場所に集合していなかった場合(審査対象外)
(4) 演奏者以外がセッティングに手を貸した場合(審査対象外)
※顧問、コーチ等はステージに上がれません。
(5) 前のバンドの演奏終了から自分たちのバンドの演奏終了までに 12 分以上の時間がかか
った場合(審査対象外) 消毒後、ステージに入ってから 12 分計時をするが、消毒の時間が
読めないため、今回は時間超過について審査対象外としない。ただし、迅速なセッティン
グを心がけること。
(6) 演奏時間が５分を超えた場合(審査対象外)
(7) すでに提出した歌詞を変更した場合(審査対象外)
※決勝進出時にアドリブで台詞や曲の説明等を加えることは禁止する。
(8) 参加申込書に書かれたメンバー以外で演奏した場合(審査対象外)
(9) 出場・見学にかかわらず、部員が次項「諸注意」にある禁止事項を行い、大会の品位を
おとしめた場合(審査対象外 or 失格)
(10)出場・見学にかかわらず、部員が高校生としてふさわしくない行為を行った場合(学校
全体で失格)
＊今回は出場者のみです。見学者は入れません。
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(11)大会の内容に関する SNS の利用は、各校に於いて情報リテラシーに則り、顧問が適切に指
導してください。予選映像音源の公開は決勝終了まで禁止する。
（審査の公平性を保つため、
発見した場合は直ちに連盟までご一報下さい。
）

※上記事項は本日より決勝終了まで適用されます。
※失格と審査対象外
失格の場合は演奏をすることはできません。従って入賞バンドの選考対象とはなりませ
ん。
審査対象外の場合は演奏することはできますが、入賞バンドの選考対象にはなりません。

５

諸注意

（１）演奏者に関するもの
・ 控室は用意してありません。貴重品の管理は各自で行ってください。
・ 音響や照明に頼る一切の演出に関する要望は受け付けません。
・ 出場者、応援部員にかかわらず制服・標準服で参加してください。制服の無い学校は、
学校が制定する正装で参加すること。
・ 頭髪の染色・脱色は禁止です(見学の部員も含め)
・ ステージ上では飲食厳禁。ボーカルのドリンクも禁止です。
・ ステージ上での衣装は可ですが、出演前に速やかに着替え、出演後速やかに制服に着
替えてください（ステージ衣装のままでの観覧は禁止です）
。なおラメのついた衣装は
会場の都合上禁止します。
・ 過去にあった失格事例
「サウンドチェックで違う曲をやる」「マイクを床にたたきつける」「ボーカルがタン
バリンを投げ捨てる」「事前説明会で変更を要請された歌詞を変更しなかった」「モニ
タスピーカーに足を乗せる」etc･･
（２）来場者全般に関するもの
・ ホール内は飲食禁止。飲食する場合は指定された場所のみで行ってください。
・ ゴミは必ず持ち帰ってください。
（会場のゴミ箱は使用禁止）
・ 審査中は必ず着席して静粛に聴いてください。特にステージ前に押し寄せる行為等は
絶対に行わないでください。
・ 会場および、近隣に迷惑がかからないようにしてください。
・ 建物、付帯設備、及び音響機材等を壊す・汚す等した場合、故意、過失を問わず当
事者が弁償してください。
・ 各自、避難経路の確認をしておいてください。
・ 撮影については、自校の生徒の出演に関して可能です。SNS へのアップロードはご遠
慮ください。

６

緊急時の対応

Ⅰ 台風等の荒天の場合
大会は予定どおり行いますが、交通機関等による遅れは認めます。よって出演順が変更され
ることがあることをご承知おき下さい。
なお、遅れが見込まれる場合、および欠場の場合は、次の連絡先に 9：00 以降、顧問職員よ
り必ず連絡を入れて下さい（決して生徒に連絡させないで下さい）
。
080-3199-5439（事務局長 加藤）
satoshi-katoh@pen-kanagawa.ed.jp(メール)
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連絡がなく遅れた場合は失格となります。またメンバーが全員揃わない場合は審査対象外
として演奏することは可能です。なお、生徒の安全に関しましては各校において責任を持って
判断して下さい。
会場や機材の手配の都合上順延することが出来ません。当日欠席となった楽曲は辞退扱
いとなり、予選が終了しているので参加費の返却はいたしません。ご了承下さい。
Ⅱ インフルエンザ・COVID-19 等伝染病が発生した場合
平成 21 年の大流行時に高文連会長名で各校長に配布された文書、令和 2 年 7 月 29 日付け「新
型コロナウィルス感染症対策の神奈川県対処方針」並びに令和 2 年 7 月 22 日付け神奈川県高等
学校軽音楽連盟会長発「軽音楽部系部活動における活動時のガイドライン(お知らせ)」に則った
対応を取ります。県・県教委等から中止の要請が無い限り、大会は予定通り実施いたします。
以下の生徒は、演奏・応援にかかわらず大会に参加させないでください。
・発症している生徒
・臨時休業している学級・学年等に在籍している生徒
この他判断に迷う部分は、各校の校長の判断を優先してください。
受付検温時に 37.5℃以上となった部員は直ちに帰宅させてください。
顧問が 37.5℃以上となった場合、学校全体での参加を見合わせてください。
県・県教委等からの中止要請があった場合は、迅速に公式 WEB サイトで告知いたします。
http://www.kanagawa-keion.jp/
予選が終了しているので参加費の返却はいたしません。
Ⅲ 巨大地震が発生した場合
(1) 震災の影響で交通機関が麻痺し、会場最寄りの駅を通る交通機関が停止、もしくは運
転見合わせをしていた場合、携帯電話が不通で復旧の見込みが不明な場合、決勝は中止
となります。後日予選時に提出してもらった音源によりグランプリ等入賞バンドを決
定いたします。
(2) 会場最寄りの交通機関に影響が無かった場合、決勝は予定どおり行いますが、交通機
関等による遅れは認めます。よって出演順は変更されることがあることをご承知おき
下さい。以下、対応は台風の時と同様です。
決勝中に巨大地震が起こった場合
会場の職員、軽音連の役員の指示に従って、避難行動をとってください。事前に避難経路
を各自確認しておいてください。避難行動をとらなければならないような地震が起きた
場合、その後の審査は中止となります。後日予選時に提出してもらった音源によりグラン
プリ等入賞バンドを決定いたします。
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