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第３２回  

 

マーチング イン オキナワ 

２０１９ 

 

第４７回マーチングバンド          全国大会 沖縄予選 

第４７回バトントワーリング全国大会 沖縄予選 

第１９回マーチングステージ全国大会 沖縄選考会 

第 ３回カラーガード・マーチングパーカッション全国大会 沖縄選考会 

 

 

【マーチングバンド・カラーガード・マーチングパーカッション】 

 
【基本実施要項】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本マーチングバンド協会 沖縄支部 
日本バトン協会      沖縄支部 
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大 会 概 要  

 

大会名称    第３２回 マーチング イン オキナワ ２０１９ 

（第４７回マーチングバンド         全国大会  沖縄予選） 

（第４７回バトントワーリング全国大会 沖縄予選） 

（第１９回マーチングステージ全国大会 沖縄選考会） 

（第 ３回カラーガード・マーチングパーカッション全国大会 沖縄選考会） 

開催日時    令和元年１１月１７日（日） 午後 １：００ 開演 

 

開催場所    沖縄コンベンションセンター 展示場 

        《 沖縄県宜野湾市真志喜 ４－３－１ 》 

 

主  催    日本マーチングバンド協会 沖縄支部 

        日本バトン協会 沖縄支部 

 

特別協賛    株式会社フォトクリエイト  株式会社ヤマハミュージックジャパン 

 

後  援    沖縄県教育委員会      宜野湾市教育委員会   沖縄県高等学校文化連盟 

（申請中）   沖縄県中学校文化連盟    琉球新報社       沖縄タイムス 

ＮＨＫ沖縄放送局      ラジオ沖縄       ＦＭ沖縄 

沖縄ケーブルネットワーク  沖縄テレビ放送     沖縄県吹奏楽連盟 

 

主  旨    マーチングバンド・バトントワーリングの活動を通して、豊かな情操と音楽感性を育

み、各団体が一堂に集い、演技を披露し合う中で、活動の一層の充実と団体相互の交

流をはかり、音楽文化の向上と青少年の健全育成に寄与する。 

 

日  程    ① 出場受付及び代表者会議   ９月１３日（金） 

出場受付   午後６：３０～７：００ 

代表者会議  午後７：００～８：００ 

場  所   真志喜中学校 地域連携室 

 

  ※代表者会議には必ず出席して下さい。 

② ポイント確認 １１月１７日（日）午前１０：００開始 

                                              場所：沖縄コンベンションセンター展示場 

                      割り当て時間は、部門によって変わります(各団体３～６分程度) 

(出演団体が決定しだい割り当てを行います) 

                ※ポイント確認時に、ピット楽器、大型器物等の持ち込みはできません。 

③ 開演 １１月１７日（日） 午後 １：００ ～ 

場所：沖縄コンベンションセンター展示場 
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部 門  

 

 

◎マーチングインオキナワへより多くの団体が出場できるよう、下記の３部門を設けました。 

 

（Ⅰ）フレッシュ部門・・・・・マーチング・バトンに取り組み始めたばかりの団体、又はしばらく 

取り組んでいなかった団体が対象 

（講師の派遣やコンテの作成を協会が行うことも可能です。） 

運動会で取り組んだ演技等、大歓迎！ 

 

※全国大会への推薦選考の対象とはなりません。 

※マーチングステージ全国大会の選考対象とはなりません。マーチン

グバンド、マーチングパーカッションで選考対象希望の団体はフェ

スティバル部門又は全国大会選考部門へ出場して下さい。（マーチ

ングバンドのみ） 

※カラーガード、バトンで選考対象希望の団体は全国大会選考部門へ

出場して下さい。 

 

（Ⅱ）フェスティバル部門・・・マーチング・バトンに取り組み始めたばかりの団体から、すでに 

               何年も取り組んでいる団体まで全国大会選考に関わらず出場でき 

る部門 

 

※マーチングバンド全国大会への推薦選考の対象とはなりません。 

※希望すれば、マーチングパーカッション全国大会、マーチングステ

ージ全国大会（マーチングバンドのみ）の選考対象となることが可

能です。カラーガード、バトンは対象となりません。 

 

（Ⅲ）全国大会選考部門・・・・全国大会の予選となる部門 

 

※全国大会の推薦選考の対象となります。 

※希望すれば、マーチングステージ全国大会への選考対象となること

が可能です。（マーチングバンドのみ） 

 

１ 部門及び編成 

（Ⅰ）フレッシュ部門 

①４人編成 ②１６人編成 ③ 自由編成 ④カラーガード ⑤マーチングバンド  

⑥マーチングパーカッション ⑦バトン ⑧ポンポン・ペップアーツ 

 

（Ⅱ）フェスティバル部門 

①４人編成 ②１６人編成 ③ 自由編成 ④カラーガード ⑤マーチングバンド  

⑥マーチングパーカッション ⑦バトン ⑧ポンポン・ペップアーツ 

 

（Ⅲ）全国大会選考部門 

①カラーガード ②マーチングバンド ③バトン ④ポンポン・ペップアーツ 
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２ 各部門の出場資格及び特徴 

（Ⅰ）フレッシュ部門 

◎出場資格 

○出場申込〆切日（９／１３）までに本支部に加盟している団体。（受付当日加盟可） 

○過去３年間マーチングインオキナワへの出場がない団体 

 

◎特徴 

○マーチングを始めたばかりのチームが、運動会で発表した演技を発表するなど、コンクー 

ルにとらわれない、フェスティバル的な部門。 

 初めてのチームでも出場しやすいように、以下のように、参加料や指導講師の派遣等、 

様々な配慮がある。 

○参加料は、一人あたり１００円 

○審査は行わず、講評を行う。 

○出場団体の希望があれば、下記の条件で、講師の派遣とコンテの作成を行う。 

①団体からの要請に応じて、コンテを作成又は作成されたコンテを紹介する。 

②団体からの要望に応じて、指導者の紹介をする。 

③紹介された指導者の指導料は４回まで協会が負担する。 

④指導者との日程調整は、団体と指導者が直接行う。 

※講師の派遣やコンテの作成を依頼する場合は、代表者会議の日程にかかわらず早めに 

ご連絡下さい。 

 

（Ⅱ）フェスティバル部門 

◎出場資格 

○出場申込〆切日（９／１３）までに本支部に加盟している団体。（受付当日加盟可） 

 

◎特徴 

○全国大会選考がないので、コンクールにとらわれないフェスティバルの感覚で参加できる。 

（希望する団体はマーチングパーカッション全国大会、マーチングステージ全国大会（マ

ーチングバンドのみ）の推薦選考を受けることができます。） 

○参加料は一人あたり７００円 

○審査はキャプション別ではなく総合的に行う。 

 

（Ⅲ）全国大会選考部門 

◎出場資格 

○２０１９年９月１日現在、日本マーチングバンド協会・日本バトン協会沖縄支部に加盟登

録している団体。 

★大会参加は加盟登録名で参加すること。 

 

◎特徴 

○優秀な成績を収めた団体は、定められた枠内で全国大会への推薦を受けることができる。 

○参加料は一人あたり７００円 

 

◎全国大会出場について 

・全国大会へ推薦された団体は、全国大会へ必ず出場すること。  
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出 場 資 格  

 

１ 出場資格 

 

（Ⅰ）フレッシュ部門  及び （Ⅱ）フェスティバル部門 

 

全編成共通 

①出場する部門に関して、４ページ「２ 各部門の出場資格及び特徴（Ⅰ）または（Ⅱ）」の出場

資格を満たしていること。 

②同一演技者が２つ以上の部門・編成に参加する場合、全部門を通じ同一団体で出場すること。 

（指揮者についてはその限りではない。）  

 

幼稚園・保育園 編成 

①幼児により構成された団体。（単一加盟団体による構成または複数加盟団体による合同編成） 

②指揮者については、自由資格とする。（人数制限なし。正指揮者も含む） 

但し、幼児以外の指揮者は指揮を行えるが演奏及び演技をしてはならない。 

（入退場時の楽器や器物の搬入及び搬出は可） 

 

小学校 編成 

①小学生により構成された団体。（単一加盟団体による構成または複数加盟団体による合同編成） 

②指揮者については、自由資格とする。（人数制限なし。正指揮者も含む） 

但し、小学生以外の指揮者は指揮を行えるが演奏及び演技をしてはならない。 

（入退場時の楽器や器物の搬入及び搬出は可） 

 

中学校 編成 

①中学生、または小学生と中学生により構成された団体。 

 （単一加盟団体による構成または複数加盟団体による合同編成） 

②指揮者については、自由資格とする。（人数制限なし。正指揮者も含む） 

但し、小中学生以外の指揮者は指揮を行えるが演奏及び演技をしてはならない。 

（入退場時の楽器と器物の搬入及び搬出は可） 

 

高等学校 編成 

①高校生、または小中高校生により構成された団体。 

 （単一加盟団体による構成または複数加盟団体による合同編成） 

②指揮者については、自由資格とする。（人数制限なし。正指揮者も含む） 

但し、小中高校生以外の指揮者は指揮を行えるが演奏及び演技をしてはならない。 

（入退場時の楽器と器物の搬入及び搬出は可） 

 

一般編成 

① 一加盟団体による構成または複数加盟団体による合同編成。 

 

 

カラーガード・マーチングパーカッション部門  

※全国大会実施要項に沿う。 
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（Ⅲ）全国大会選考部門 

 

全編成共通 

①出場する部門に関して、４ページ「２ 各部門の出場資格及び特徴（Ⅲ）」の出場資格を満たし

ていること。 

②同一演技者が２つ以上の部門・編成に参加することはできない。 

③参加メンバーは年間でその団体に所属していること。（短期のメンバー補強等は不可） 

 

幼稚園・保育園 編成 

①単一加盟団体の幼児構成。 

②複数加盟団体の合同幼児構成。 

（演技フロアへ入れる搬入及び搬出補助員は最大２０名までとする。尚これらの補助員は構成メン

バー登録をすること） 

 

小学校 編成 

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マーチングバンド部門の指揮者については，２名まで自由資格とする。（正指揮者も含む） 

但し、児童以外の指揮者は指揮を行えるが演奏及び演技をしてはならない。 

（入退場時の楽器や器物の搬入及び搬出は可） 

 

中学校 編成 

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単一加盟団体の小学生・中学生構成。 

④複数加盟団体の合同小学生・中学生構成。 

⑤マーチングバンド部門の指揮者については、２名まで自由資格とする。（正指揮者も含む） 

但し、児童生徒以外の指揮者は指揮を行えるが演奏及び演技をしてはならない。 

（入退場時の楽器と器物の搬入及び搬出は可） 

 

高等学校 編成 

①高等学校の単一加盟団体高等学校在校生による構成。 

②同一学校法人内の高校及び中学校の合同構成。 

③公立高等学校の統廃合に伴う移行期間中の合同出場は可。 

④マーチングバンド部門の指揮者については、２名まで自由資格とする。（正指揮者も含む） 

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。 

（入退場時の楽器・器物の搬入及び搬出は可） 

 

一般編成 

① 一加盟団体による構成。但し、未就学児は除く 

 

 

カラーガード部門（仮）※全国大会実施要項に沿う。 

ジュニアの部  

①単一加盟団体の構成 

②複数加盟団体の合同構成  
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高等学校の部  

①単一加盟団体の構成  

②複数加盟団体の合同構成  

  

 一般の部（年齢制限なし）  

①単一加盟団体の構成  

②複数加盟団体の合同構成  

 

 

 

 

出 場 申 込  

 

１．申し込み〆切【厳守！】 

◆ 出場団体は９月１３日（金）午後 ６：３０ ～ 午後 ７：００の間に、大会参加費と所定の 

必要書類を添えて参加申し込みをし、代表者会議に必ず出席すること。 

※ フロアに入場できる人数は登録人数内とするが、メンバーの変更は可能とする。 

◇ 離島の団体で郵送する場合は９月１１日（水）必着で、現金書留で参加費と申込み書を郵送 

  すること。 

 

２．大会参加費・出場経費 

◆大会参加費 

   ●フェスティバル部門・全国大会選考部門 

   １人 ７００円 × 構成メンバー数（指揮者も含む） 

  ●フレッシュ部門 

   １人 １００円 × 構成メンバー数（指揮者も含む） 

◆出場に関する経費はすべて参加団体の負担とする。 

 

３．協会記章について 

◆ 今年度より、加盟員記章については大会での着用義務はなくなりました。 

購入を希望する団体は、記章申込書に必要数（１人５００円×必要人数）を記入して、 

代表者会時に提出して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    大会事務局 

    日本マーチングバンド協会沖縄支部 事務局 

   〒９０２－００７７ 那覇市長田１－１３－６５  那覇市立寄宮中学校 内 

   ＴＥＬ／ＦＡＸ ０９８－８９３－２５２４ 

   メールアドレス ｊｍｂａ－ok＠ｎｉｆｔｙ．ｃｏｍ 
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入 場 券 に つ い て  

 

入 場 料 金   ① Ｓ席（正面指定席） 大人・小人共通 ２，５００円（税込２，７５０円） 

         ② Ａ席（正面指定席） 大人・小人共通 ２，０００円（税込２，２００円） 

         ③ Ｂ席（後方自由席） 大人      １，０００円（税込１，１００円） 

         ④ Ｂ席（後方自由席） 小人        ５００円（税込  ５５０円） 

          （小人＝３歳以上中学生以下とします） 

         ⑤ 車いすの方の入場 税込１，１００円（介助者 1 人を含む）（当日券） 

※見学場所は 1 階フロアの指定された場所になります。（要申込み） 

             事前に協会事務局にご連絡（お問い合わせ）下さい。 

※入場料金の消費税につきましては、これまで本協会が負担してまいりましたが、１０月１日からの 

消費増税により、本協会での負担が厳しくなってまいりました。よって、消費税額を観客の皆様に 

ご負担していただくことになりましたので、ご了承ください。 

 

入場券購入方法 ◇ 当協会加盟団体については、別紙の入場券申込書を使用して、 

９月５日（木）１７時までに大会事務局にＦＡＸにてお申込み下さい。 

※ 正面指定席は、座席の関係上、各団体への販売数を制限いたします。 

          出場団体の制限枚数は、参加人数の比例割り当てとし、それ以外の団体は 

一律５枚とします。【Ｓ・Ａ席の返券は行えませんのでご了承ください。】 

◇ チケットは、大会出場団体は９月１３日（金）の代表者会議終了後にお渡しま

す。それ以外の団体は９月２１日（土）以降に郵送いたします。 

◇ 一般入場チケットの前売りは１０月１９日（土）より下記にて販売を予定して

います。 

         ※一般入場チケット販売場所 → イープラス（ファミリーマート・スマチケ） 

 

そ の 他   ★ 一般販売では、チケットの入手が困難になる場合がありますので、出場団体の皆 

さまには、極力事前申込をされることをお勧めします。 

◇ 出場団体には団体長宛てに招待状（１通）をお送り致します。 

◇ 演技終了後、構成メンバー（出演登録者）は出演者見学エリアでの見学ができま

す。（無料） 

◇ スタッフの入場は当日受付にて人数（５名以内）をご連絡ください。５名までは

指定された場所（立ち見エリア）で見学ができます。（無料）それ以上はチケッ

トをご購入下さい。 

◇ 加盟団体のチケット清算は１０月４日（金）【必着】までにお願い致します。 

【１０月４日（金）以降の返券はできません】 

◇ 清算方法は現金書留又は銀行振込とします。尚、Ｂ席の残券は１０月４日（金）

までに郵送にてご返送下さい。 

 

★ S・A席の返券はできません 

★ 10月４日（金）以降は、すべてのチケットが返券できません 

 
振込先 

             日本マーチングバンド協会沖縄支部 

             琉球銀行 若狭支店 

普通預金 口座番号 ５１６１６３ 
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全 国 大 会 に つ い て 
       （マーチングバンド部門・カラーガード部門・パーカッション部門） 

 

１ 推薦 

本大会の全国大会選考の部で優秀な成績を収めた団体を第４７回マーチングバンド全国大会、第３

回カラーガード・マーチングパーカッション全国大会、第４７回バトントワーリング全国大会に沖

縄支部代表として推薦する。 

 

２ 推薦枠 

マーチングバンド部門  

６ 

カラーガード・ 

マーチングパーカッション部門   

バトン・ 

ポンポンペップアーツ 

部門 ３ 

 

 

 

 

 

小学校・・・・・・２ 

中学校・・・・・・２ 

高等学校・・・・・１ 

一般・・・・・・・１ 

カラーガード・・・・・３ 

 

※ マーチングパーカッション部

門においては全国大会への出

場の希望があり、尚且つ理事会

で適当と認められた団体を推

薦する 

学校部門 

・自由枠・・・・・１ 

 

一般部門 

・バトン・・・・・１ 

・自由枠・・・・・１ 

 

 

 

３ マーチングバンド全国大会では構成メンバーの数により出場する編成部門が決まります。 

 マーチングバンド 

 

 

 

 

 

 小編成 中編成 大編成 

小学生の部 ５０名以内    ５１名以上   

中学生の部  ５４名以内    ５５名以上   

高等学校の部 ５４名以内   ５５名以上９０名以内 ９１名以上   

一般の部 ５４名以内    ５５名以上   

     ※上記の人数に正・副指揮者を含む。 

    ※ＣＧ・ＭＰは９月に実施要項が掲載予定。 

 

４ 期日及び会場 

    ◇マーチングバンド部門 

令和元年１２月１４・１５日  さいたまスーパーアリーナ 

１４日（土）  小学生の部 中学生の部   

１５日（日）  高等学校の部 一般の部 

※参加団体打合せ会議は、令和元年１１月１６日（土）に東京にて行われます。 

  ◇カラーガード・マーチングパーカッション部門 

   令和２年２月２日（日）  幕張メッセ イベントホール 

小学校の部 中学生の部 高等学校の部 一般の部 

    ◇バトン・ポンポンペップアーツ部門 

令和元年１２月７・８日  幕張メッセ イベントホール 

７日（土） 【学校部門】小学校 中学校 高等学校 大学 

８日（日） 【一般部門】Ｕ－１２ Ｕ－１５ Ｕ－１８ ＯＰＥＮ 
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ステージ全国大会について 

 

１ 推薦 

 

（１）本大会に出場し、適当と認められた団体を第１９回マーチングステージ全国大会に沖縄支部 

代表として推薦する。 

ただし、マーチングステージ全国大会への出場を希望する団体は、本大会出場申し込み用紙に

その旨意思表示をすること。 

★ 推薦団体の決定は、マーチングインオキナワ２０１９終了後、当該団体に最終的な出場意思 

  の確認をし、理事会で決定します。  

  ステージ全国大会へ出場の意志や可能性が少しでもある場合は、本大会出場申込書のステージ 

全国大会への出場意思表示欄では「希望する」に○をつけておいて下さい。 

 

（２）マーチングステージ全国大会への出場の希望があり、理事会で適当と認められた団体 

※但し、第４７回マーチングバンド全国大会へ出場する団体は除きます。 

 

 

２ 推薦枠 

 

未定（出場希望団体の状況を見て、日本マーチングバンド協会へ申請します） 

 

 

３ 大会名・期日及び会場 

 

  大会名 ： 第１９回マーチングステージ全国大会 

 

期日  ： 令和２年２月２２日（土）～２３日（日） 

 

会場  ： 神奈川県民ホール 

（〒２３１－００２３ 神奈川県横浜市中区山下町３－１） 

 

 

４ 推薦団体の発表 

 

○本大会終了後、１１月２１日（木）の理事会で推薦団体を決定後、当該団体責任者へ直接連絡、 

その後本協会ｗｅｂサイトにて公開する。 

 

 

５ 備考 

 

○ステージ全国大会で演奏演技する曲目・演技の内容・出演人数等は、 

「マーチング イン オキナワ ２０１９」から変更することができる。 

※本大会出場規定とステージ全国大会出場規定では相違点がある場合があります。できるだけ、 

事前にステージ全国大会の実施規定をお読み下さい。 

 （日本ＭＢ協会のｗｅｂサイトよりダウンロードできます。） 
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スーパーマーチング出演団体の選定方法について 

 

１ 選考条件 

 

スーパーマーチングは、マーチングインオキナワの成績順、バトンは、マーチングインオキナワ及

び全日本バトントワーリング選手権沖縄支部大会の成績順を原則とする。 

 

（１） マーチングからの選考（７団体×１０分 ７０分程度） 

≪内 訳≫ 

① マーチングバンド全国大会（さいたまスーパーアリーナ）の出場団体 

小：２、中：２、高：１ ５団体×１０分 

② ①以外で、マーチングインオキナワの高得点チーム１～２団体（小・中・高の部門は問わ

ない） 

③ ①、②で辞退する団体がある場合は、マーチングインオキナワの得点順に繰り上げ 

 

 

（２） カラーガードおよびパーカッションからの選考（２団体×９分 １８分程度） 

マーチングインオキナワの上位２チーム。 

※ 得点によっては、カラーガードのみ又はパーカッションのみの場合もある 

 

（３） バトンからの選考（団体：３団体×４分 １２分程度、個人・ペア：１人・組～２人・組） 

２０分程度はバトン枠 

※ ただし、時間ありきではなくレベル重視 

 

（４） 特別枠（マーチング：１枠、バトン：１枠を原則とする） 

県外・海外団体などを考慮し、特別枠を用意する。出演団体がない場合は使用しない。 

※ マーチング：１０分以内、バトン：５分程度 

 

 

２ 備考 

 

上記スーパーマーチングの出演団体の選定方法については、平成３０年度日本マーチングバンド協

会沖縄支部定期総会（平成30年 5月26日開催）において提案され、承認を得ております。 

 

以 上 


