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● コンテスト出場について ●
出場選手はモデルと共に次の事項をよく理解し、間違いのないように注意し行動してください。

１．開催日・時/場所
★開催日…2014年11月10日(月)
★会 場…森ノ宮ピロティホール

開場…11：30

開演…12：00

２．選手・モデルの集合時間/場所
★集合場所…森ノ宮ピロティホール １階ロビー及び指定の場所
★集合時間……Ａ．（イ）一般 ワインディング
Ａ．（ロ－１）学生 旧ワインディング
Ａ．（ロ－２）学生 新ワインディング
Ａ．（ハ）学生 カット
Ｂ．学生 フィニッシュワーク
Ｃ．カラー＆カット(ウイッグ) 一般（イ）・学生（ロ） 共に
Ｄ．(L)カラー＆カット(レディース人体モデル)
Ｄ．(M)カラー＆カット(メンズ人体モデル)
Ｅ．MATOMEGAMI(ウィッグ) 一般（イ）・学生（ロ） 共に
Ｆ．ヘアー＆メイク(人体モデル)一般（イ）・学生（ロ）共に

Ｇ．留袖着付 一般（イ）・学生（ロ） 共に
Ｈ．振袖着付 一般（イ）・学生（ロ） 共に
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★集合時間に遅れた場合は、出場をお断り致します。

３．選手の服装・準備物
★選手の服装…上着は白、下は黒または、紺色。(着付については、競技規定内に明記)
★各種目に応じた用具・道具・着付小物類等。

４．出場番号の受付
選手は、入場と同時に選手係の指示に従って種目別に出場番号の受付を行なって下さい。
この番号がステージ上での選手の位置となります。 尚、受付後は控室からの出入りを禁じます。
●当日の選手受付を円滑にする為、例年通り 学生競技のゼッケン№は全て事前抽選とさせて頂きます。
OPK企画メンバーが厳正を期し、各出場校をランダムにゼッケンを振り分けました。
説明会終了後、名簿と当日に使用するリボンゼッケンとウイッグに貼るゼッケンシールをお渡ししますので
学内抽選をしていただき、名簿にゼッケン№を書き込みFAX又は、メールにて事務局までお知らせください。

５．選手注意事項

（■については減点・失格の対象になります）

■競技中、モデルは、器材の受け渡しをしても良いが、作品への手助けをしてはならない。
■競技中、選手同士または観客と話しをしてはならない。
■競技中、選手同士で用具類の貸し借りをしてはならない。
■競技中、他の選手に迷惑を掛ける様な言動、又監視委員の指示に従わない時は退場を命ぜられる事がある。
■競技終了後は、作品に手を触れたり修正はしないこと。
◆諸用具の収納具は、各自持参のこと。
◆行動は迅速に！係員の指示・誘導には速やかに従うこと。
◆表彰式には、モデル同伴、ウイッグを持参し、競技時の服装で臨むこと。
◆貴重品は、各自で管理保管すること。
◆携帯電話は、選手・モデル共、競技終了迄使用しない、もしくは持たないこと。
◆ホール内は全て禁煙といたします。
◆客席内通路での観覧を禁止いたします。
◆客席のひじ掛や背もたれにウイッグの万力を絶対につけないこと。
◆当日の食事(弁当)は、各自準備すること。 ただし客席での飲食は厳禁。
◆コンテスト申し込み後のキャンセル、返金は出来ません。
◆終了時間は、午後６時頃の予定。
◆表彰式の審査発表と同時進行で上位入賞者とジャーナル賞を受賞された方の写真撮影を行いますので
係員の指示に従い速やかに撮影場所に移動してください。
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● コンテスト競技規定 ●
Ａ(イ)、(ロ-1)…ワインディング 旧国家試験課題 (一般・学生共通)
【旧国家試験に準ずる】
※ウィッグ使用(本人持参)
※競技時間２０分
○ブロッキング無し・オールバックでスタート。(ブロッキングする場合は２０分のタイム内で行うこと)
○ブロッキングする場合…毛束を留める際は、輪ゴムを使用。
○ロッドは12mm.以下の物を４種類以上、合計６０本以上を使用。
○巻き方は自由。
○ロッドケースを使用すること。（クイックマーケル使用可）
○ペーパーは白色。 輪ゴムは自由。
○ペーパーハウス(ティッシュ式)は、ロッドケースの中かテーブルの上に置くこと。

Ａ(ロ-2)…ワインディング 新国家試験課題 (学生のみ)
【新国家試験に準ずる】
※ウィッグ使用(本人持参)
※競技時間２０分
○ブロッキング無し・オールバックでスタート。(ブロッキングする場合は２０分のタイム内で行うこと)
○ブロッキングする場合…毛束を留める際は、輪ゴムを使用。
○使用ロッドは、ロッドの中心が１０ｍｍから１３ｍｍ又は１３．５ｍｍの太さの異なるロッドを
４種類使用したうえで、ショートロッドを含めて５０本以上５５本以内とすること。
○ロッドケースを使用すること。（クイックマーケル使用可）
○ペーパーは白色。 輪ゴムは自由。
○ペーパーハウス(ティッシュ式)は、ロッドケースの中かテーブルの上に置くこと。

A(ハ)…基礎カット 新国家試験課題 (学生のみ)
【新国家試験に準ずる】
※ウイッグ使用(本人持参)
※競技時間20分
○事前カットなし(セニングも不可)
○ウエットスタート
○セニングシザー、レザーの使用不可。

Ｂ…フィニッシュワーク（学生のみ）
※ウィッグ使用(本人持参)
※競技時間１５分
○テーマは自由です。
○ウィッグは事前にカット、パーマ、カラーなどを仕込んで持参すること。
○ウィッグの事前監査有り。
○ステージ上では仕上げのみの競技とします。
○完全ウエットのオールバックにシェープした状態でスタート。（ウエット監査有り）
○仕上げ道具、スタイリング剤の使用は自由です。
○競技中のカットは不可。
○エクステンション、編込み、付け毛、ラメ、髪飾りは不可。
○競技中に技術の補助目的によるダックカール・クリップ等の使用は可。
但し、競技終了後は取り除くこと。
○電源有り（１人１口）。１２００Ｗ以下を使用。（ドライヤー・アイロンなど可）

Ｃ…カラー&カット(ウイッグ)
【学生、一般テーマ：Flight2014～2015 ※ひらめき・躍動】
★テーマを感じさせる、カラーとヘアスタイルのバランスなどを審査します。
※ウィッグ使用(本人持参)
※競技時間３５分
○ウィッグは指定無し。各自で持参すること。
○事前カットは一切不可。(事前のセニングなども監査によりチェック〈減点〉が入ります)
○競技はノーブロッキングにてウエットスタートとする。
○カラーをいかしたスタイルであること。
○カッティングはシザー、レザー可。
○トリマーは使用可。
○ウィッグへのパーマ、メイク、アクセサリーは可。
○ヘアアクセサリー、エクステンション、ピン類、カラースプレー、ラメ類は、使用不可。
○スタイリング剤は使用可。
○電源有り（１人一口）。１２００ｗ以下を使用。(ドライヤー・アイロンなど可)
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Ｄ-L…カラー&カット(レディース人体モデル)
【テーマ：Flight2014～2015 ※ひらめき・躍動】
★テーマを感じさせる、カラーとヘアスタイルとモデルとのバランスをトータルで審査します。
※女性人体モデル使用(プロモデル可)
※競技時間３５分
○カラーをいかしたスタイルであること。
○髪の長さ等の事前監査有り。
○競技はノーブロッキングにてウエットスタートとする。
○ステージ上では全頭３cm以上カットすること。(前髪は１cm以上カットすること)
○カッティングはシザー、レザー可。
○トリマーは使用可。
○パーマ、メイク、コスチューム、ネイル、ボディペインティング等は自由。
○ヘアアクセサリー、エクステンション、ピン類、カラースプレー、ラメ類は使用不可。
○スタイリング剤は使用可。
○電源有り（１人１口）。１２００ｗ以下を使用。(ドライヤー・アイロンなど可)
○クロス、タオルは各自で持参。(サロン名等入った物は、使用不可)

Ｄ-M…カラー&カット(メンズ人体モデル)
【テーマ：Flight2014～2015 ※ひらめき・躍動】
★テーマを感じさせる、カラーとヘアスタイルとモデルとのバランスをトータルで審査します。
※男性人体モデル使用(プロモデル可)
※競技時間３０分
○カットをいかしたクリエイティブなスタイルであること。
○髪の長さ等の事前監査有り。
○競技はノーブロッキングにてウエットスタートとする。
○ステージ上では全頭２cm以上カットすること。
○カッティングはシザー、レザー可。
○トリマーは使用可。
○パーマ、メイク、コスチューム、ネイル、ボディペインティング等は自由。
○エクステンション、ピン類、カラースプレー、ラメ類は使用不可。
○スタイリング剤は使用可。
○電源有り（１人１口）。１２００ｗ以下を使用。(ドライヤー・アイロンなど可)
○クロス、タオルは各自で持参。(サロン名等入った物は、使用不可)

Ｅ… MATOMEGAMI (ウィッグ)
【学生・一般テーマ共通：PARTY HAIR】
★テーマに合ったデザインであるかを審査します。
※ウィッグ使用(本人持参)
※競技時間２０分
○ウィッグは各自で持参。長さや色は自由。
○事前にカーラーなどの仕込みは可。但し競技前には外して頂きます。
○競技はブロッキング無しの状態からスタート。
○競技前のベース取りやスタイリング剤(洗い流さないトリートメント剤も含む)の使用は不可。
○ヘアアクセサリーはヘアスタイルの1/3以内。
○付け毛、ヘアピース類の使用は不可。
○エクステンション、カラースプレー、ラメ類は使用不可。
○スタイリング剤は使用可。
○ウィッグへのメイク、アクセサリーは可。
○電源使用不可。 （コードレスは使用可）

Ｆ… ヘアー&メイク
【一般テーマ：フリースタイル】
【学生テーマ:ブライダル(お色直し用カラードレス)】
★テーマに合ったメイクとヘアスタイルであり、モデル・衣装とのバランスなどでトータル的に審査します。
※女性人体モデル使用(プロモデル可)
※競技時間２０分(ステージ上にて)
○出場者は基本的に、ヘア担当とメイク担当の２人１組ですが１人でも出場可能。
○控室にて監視員の下、４０分でメイク担当者(2人1組の場合)が下地からメイクを仕上げていただきます。
ステージ上では、ヘアー担当者(2人1組の場合)がヘアーを仕上げていただきますが、
２人１組で出場の選手はラスト３分のみメイク担当者がメイク修正できます。
○競技はブロッキング無しの状態からスタート。
○競技前のベース取りやスタイリング剤(洗い流さないトリートメント剤も含む)の使用は不可。
○ヘアアクセサリーはヘアスタイル全体の1/3以内であること。
○付け毛、ウイッグ、ヘアピースは使用不可。
○エクステンションは可。
○エクステンションの色、長さ、接合方法は自由ですが、飾りや編込みの施されていないものに限る。
(エクステンションの接合方法として根元の編込みは認めます）
○カラースプレー、カラーチョーク、ラメ類は使用不可。
○スタイリング剤は使用可。
○電源使用不可。 （コードレスは使用可）
○クロス、タオルは、各自で持参。(サロン名等入った物は、使用不可)
○ボディアート・ネイルをされる場合は、当日会場入りするまでに終えてください。控室での仕込みはできません。

3

【ヘアー&メイク 学生 カラードレス規定】
カラードレス(白は不可)紙にて事前に作成してご持参頂きます。紙質は自由。（和紙、画用紙、トイレットペーパー、
ケント紙、トレーシングペーパー、コーティングした紙等 ※新聞紙不可）
○紙の縫製は、自由。（糸で縫う、両面テープ、マジックテープ、のり、ひもで結ぶ 等）
○ドレスの芯素材も自由。（ワイヤー、グラスファイバー、プラ板 等）
○スペースの都合上、ドレスの裾の広がりは、直径約1.8メートル以内とします。
○パニエの使用は可。
○ドレスへの飾りは自由。
○ブーケ(生花可)等を持つ、持たないは、自由。

Ｇ…留袖
※人形ボディ 各自持参 （床から肩先までの高さは、１２５ｃｍ～１３５cmまでとする）
※競技時間…舞台で、補整から着付仕上がりまで３０分（帯は屏風畳にすること）
※すその長さは、ボディの台座すれすれにすること。
※衣裳・小物について
○衣 裳……黒留袖、六通袋帯。 帯結びは二重太鼓。
○長襦袢……仕立ては関東風、関西風を問わないが加工衿、巡礼衿は禁止。
半衿は塩瀬の白無地。（刺繍・縮緬地・バイヤス地は不可）
衿は広衿、ばち衿、どちらでも良い。衿とじは、事前に済ませてくること。
衿芯は自由。 補正はタオル・綿花ともに自由、但し既製品は不可。
○着付に使用する小物
肌襦袢・裾よけ
腰ひも６本・伊達巻き又は伊達締め２本(布製に限る)・帯板１枚・帯枕１個
クリップ自由(目盛り付は不可)・末広
上記以外のものは使用できません。（メジャー、タイマー、ウエストポーチの使用も不可）
○１人用の敷物(120センチ×180センチ)を持参してください。
○ステージへ持って上がる衣裳箱及び小物入れ等は、各自用意すること。
※助手はつけない。
※選手の服装は、白のブラウス(店名やロゴマーク入り、Ｔシャツは不可)、膝が隠れる長さの黒または紺の
スカート（ミニやキュロットは不可）、肌色のストッキング、黒のローヒールパンプス（ブーツ、スニーカーは不可）
★審査規定
既婚者の第一礼装にふさわしい、品格のある着付の技能を採点基準とする。
★減点の対象となるもの
・指定された小物以外の使用。
・過度の基準。（合じるし及びマジック、補正付き肌襦袢の使用禁止）
・競技時間の超過。
・競技の進行を妨げたり、他の参加者に迷惑を及ぼす行為。
・忘れ物、貸借等。
・その他、各規定に違反する行為。

Ｈ…振袖
※人形ボディ 各自持参 （床から肩先までの高さは、１３０ｃｍ～１４０cmまでとする）
※競技時間…舞台で、補整から着付仕上がりまで３５分（帯は屏風畳にすること）
※すその長さは、ボディの台座すれすれにすること。
※衣裳・小物について
○衣 裳……振袖（ひよく・伊達衿いずれも可、事前にとじ付けてきてよろしい）
帯は、袋帯(六通)に限る。無地及び無地感覚の帯は、使用できません。
着物のアクセサリー、飾りのついた帯締めの使用は不可。
○長襦袢……仕立ては関東風、関西風、いずれも可能。
半衿は、塩瀬の白無地。（刺繍・縮緬地・バイヤス地は不可）
衿は広衿、ばち衿、どちらでも良い。衿とじは、事前に済ませてくること。
衿芯は自由。 補正はタオル・綿花ともに自由、但し既製品は不可。
○着付に使用する小物
肌襦袢・裾よけ・腰ひも(三重仮紐も可)・伊達巻き又は伊達締め２本(布製に限る)
帯板２枚・帯枕１個・クリップ自由(目盛り付は不可)・帯のひだ折の為の輪ゴム等
上記以外のものは使用できません。（メジャー、タイマー、ウエストポーチは使用不可）
○１人用の敷物(120センチ×180センチ)を持参してください。
○ステージへ持って上がる衣裳箱等は、各自用意すること。
※助手はつけない。
※選手の服装は、白のブラウス(店名やロゴマーク入り、Ｔシャツは不可)、膝が隠れる長さの黒または紺の
スカート（ミニやキュロットは不可）、肌色のストッキング、黒のローヒールパンプス（ブーツ、スニーカーは不可）
★審査規定
成人式、謝恩会、茶会などに於けるミスの正装。着付及びマナーを個々に採点し、その合計点とする。
★減点の対象となるもの
・指定された小物以外の使用。
・過度の基準。（合じるし及びマジック、補正付き肌襦袢の使用禁止）
・競技時間の超過。
・競技の進行を妨げたり、他の参加者に迷惑を及ぼす行為。
・忘れ物、貸借等。
・その他、各規定に違反する行為。
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