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Jump Rope Festa 2021  

オンライン部門 開催概要 
 

 

 

Jump Rope Festa 2021 は、一般財団法人日本ジャンプロープ連合(JJRU)の主催するジャ

ンプロープ（なわとび）の大会です。IJRU ALL JAPAN とは異なった楽しい種目もあり、誰で

も気軽に参加できます。また、なわとびの発展・普及にも努める大会になります。 

今回は、たくさんの選手が参加できるように、会場開催と映像審査（オンライン部門）開催を

実施いたします。こちらはオンライン部門の詳細になります。 
 

 

申し込み期間：7 月 30 日（金）〜各動画提出期間まで 
 

 

【大会名】  Jump Rope Festa 2021  オンライン部門 

 

【大会期間】 映像提出期間：8 月 3 日（火）～8 月 23 日（月） 

映像配信及び結果発表：9 月 12 日(日) 19 時～20 時（予定） 

 

【主 催】  一般財団法人日本ジャンプロープ連合（JJRU） 

 

【協 賛】  アキレス株式会社・TEAM パフォーマンスラボ・一般社団法人日本なわとびアカデミー 

一般社団法人 E-Jump Fuji・一般社団法人愛媛県なわとび協会・大洲なわとびクラブ 
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１.  競技種目 
 

本大会では、以下に記載の種目を実施いたします。参加は 1 種目から参加可能です。ルールの詳

細は「 Jump Rope Festa 202１ルール」をご確認ください。 

種目ごとに提出期間が異なるため、「３. 動画提出期間」をよく確認してください。 

 
◯個人種目（９種目） 

・二重とび(時間無制限） 

・30 秒あやとび 

・30 秒かけあしとび 

・30 秒リリース 

・30 秒おしりとび 

・30 秒背面交差とび（TS） 

・30 秒交互 TJ 

・30 秒ダブルダッチスピード 

（個人部門：ジャンパーのみがエントリーし、ターナーは誰でも可とする。） 

・シングルパフォーマンス（1 人でシングルロープの演技を行う） 

 
◯チーム種目（５種目） 

・シングルロープスピードリレー（30 秒×4 名） 

・30 秒ダブルダッチスピード（チーム部門） 

（3 人ともエントリーの必要あり。他チームとの重複出場は不可とする） 

・30 秒親子とび  ※親子限定 

・30 秒同時回しホイールスピード 

・チームパフォーマンス（チームでジャンプロープならなんでも可の演技を行う） 

 

 

２. カテゴリー 
 

◯個人種目 

・未就学児（園児） 

・小学 1,2 年(男・女) 

・小学 3,4 年(男・女) 

・小学 5,6 年(男・女) 

・中高生(男・女) 

・29 歳以下(高校卒業以上) （男・女） 

・30 歳以上(30〜39 歳) （男・女） 

・40 歳以上（男・女） 

 
◯チーム種目 

・小学生以下 

・中学生以上 

※中学生以上が 1 人でも入れば中学生以上部門 
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３. 動画提出期間 
◎ 1 週目：8 月 3 日(火)～8 月 9 日(月) 

個人：二重とび（時間無制限）  

30 秒リリース  

チーム：30 秒親子とび   

30 秒同時回しホイールスピード 

 

◎ 2 週目：8 月 10 日(火)～8 月 16 日(月) 
個人：30 秒あやとび  

30 秒おしりとび  

30 秒背面交差とび（TS）  

30 秒ダブルダッチスピード（個人部門） 

チーム：シングルロープスピードリレー（30 秒×4 名） 

 

 

◎ 3 週目：8 月 17(火)～8 月 23 日(月) 
個人：30 秒かけあしとび   

30 秒交互 TJ  

シングルパフォーマンス 

チーム：30 秒ダブルダッチスピード（チーム部門） 

チームパフォーマンス 

 

 

4.  表彰対象 
●各種目、各カテゴリーごとに 1 位～3 位 

●男女別の全年齢カテゴリーをまとめた無差別級での 1 位～3 位 

●シングルパフォーマンス及び、チームパフォーマンスでは、該当者に下記の賞が与えられます。 
①最年少賞（1 枠） 

②最年長賞（1 枠） 

③ベストビギナー賞（1 枠） 
④ベストドレッサー賞（1 枠） 
⑤ベストユニーク賞（1 枠） 
⑥ベストシンクロ賞（1 枠） 
⑦ベストステップ賞（1 枠） 

⑧ベストラップ＆リリース賞（1 枠） 
⑨ベスト多回旋賞（1 枠） 
⑩ベストマニアック賞（1 枠） 

⑪ベストパフォーマンス賞（1 名・1 チーム） 
→IJRU ALL JAPAN 2022 ‘Team’ でのゲストパフォーマンスの権利が与えられる 

 

 

５. 抽選会 
Jump Rope Festa 2021 オンライン部門または現地開催部門に参加した参加者のうち、抽選で複数

名に景品が当たります。参加種目が多いほど当選確率はアップ！ 

結果は、9 月 12 日(日)（予定）に発表いたします。下記、確定している景品。 

 

① AirPods Pro （ワイヤレスイヤホン ）:               1 名様 

② Hyper Jumper（シューズ）：        10 名様 

③ 非売品 ALL JAPAN 2020 Que カード 1枚： 5名様 
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６. 定員 
 

制限なし 

 

 

７. 参加資格 
年齢制限なし。JJRU 会員・非会員ともに参加可能 

 

 

８. 参加費 ※1 名の参加費となります。 
     

会員 

1 種目 500 円 

2 種目 1,000 円 

3 種目 1,500 円 

4 種目以上 2,000 円 

非会員 1 種目につき 750 円 
※チーム種目に出場される方は、選手 1 名 1 名エントリーが必要になります。 

 チーム毎のエントリーはできませんので予めご了承ください。 

 

9.  申込方法 
  JJRU シクミネットより申込みできます。 

  シクミネットにログインの上、「イベント情報」をご覧ください。 

 

 

 

2021 年６月 18 日版 

 

 

◆お問い合わせ先◆  

一般財団法人日本ジャンプロープ連合(JJRU) 
〒154-0001 東京都世田谷区池尻 2-33-15 カーサ池尻 205 

TEL：03-6805-3566  Fax 03-6805-3567 

E-mail：info@jjru.sports URL：https://jjru.sport 

 

担当：森口・岩井 


