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    第 20回京都学生祭典 京炎 そでふれ！コンテスト 募集要項 
第 20 回京都学生祭典実行委員会 

 
●京都学生祭典とは 

京都学生祭典とは、2003 年から毎年 10 月に平安神宮前・岡崎プロムナード一帯にて繰り広げら

れ、来場者数が 10 万人を超える一大イベントです。昨年は 10 月 10 日に対面と YouTube Live 配

信によるオンラインのハイブリット形式で開催し、多くの方々に参加視聴見いただきました。 
 
1. 開催概要 
第 20 回京都学生祭典では今年も京炎 そでふれ！コンテストを実施いたします。コンテストの実

施に伴い出場団体を募集いたします。今年のテーマ「恩、咲けべ！」です。ぜひ応募をお待ちし

ております。 
 
本祭開催日時・場所 

2022 年 10 月 9日(日) 平安神宮前・岡崎プロムナード一帯 

 
【予選】2022 年 10 月 9 日(日)12：20 ～ 14：00 ＠神宮道北メインステージ 
【決勝】2022 年 10 月 9 日(日)16：00 ～ 16：30 ＠神宮道北メインステージ 
 
【グランプリ受賞団体による演奏披露】 
10 月 9 日(日)17：00 ～ 19：00（Grand Finale 内）＠神宮道北メインステージ 
 

※準優勝、3 位の団体の表彰も行います。 

※当日のスケジュール・ステージ等に関しては変更の可能性がございます。ご了承ください。 

※雨天の影響でステージの運営ができない場合は送っていただきます演舞動画を放映させていただきます。 
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京都学生祭典本祭会場図 

 
会場図については、今後変更になる可能性があります。 

 
2.応募規定 

・応募期間 
2022 年 3 月 16 日（水）17：00 ～ 2022 年 6 月 3 日（金）17：00 
・スケジュール 
2022 年 6 月 20 日（月）17：00 審査資料データ提出締切 

エントリー完了後、詳細データの入力をお願いいたします。詳細データ内に審査

資料も含まれておりますので、合わせて入力をお願いいたします。 

2022 年 8 月 6 日（土）  説明会 ※詳細に関しましては、追ってご連絡させていただきます。 

2022 年 8 月 26 日（金）  演舞動画提出締切 
2022 年 9 月 2 日（金）17：00 参加費振込・各変更締切 
 
応募方法 
Google フォーム： 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQxJcovqQwYh_aOTxeZ2EvN4nJZTToDHRvor-
SPCFAitT26g/viewform?usp=pp_url 
エントリーフォームの提出をもって、応募完了とみなします。京都学生祭典公式ホームページの Google フォーム

をご利用できない方は、下記担当者までメールにてご連絡ください。 
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★【神宮道北メインステージ】 

・Opening企画 

・京炎 そでふれ！コンテスト企画 

・第 20回記念事業企画 

・Grand Finale企画 

 
【岡崎グラウンド】 

・京都アミューズメント企画 

・年間交流部ブース 

【二条通ステージ】 

・京炎 そでふれ！サブステージ 

【岡崎プロムナード】 

・食企画 

・企業ブース 

 

【神宮道】 

・Opening企画のパレード 

・開演！ 京炎 そでふれ！ 

・総おどり 

 

【神宮道南メインステージ】 

Kyoto Student Music Award企画 
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エントリー完了後、こちらから応募確認メールを送らせていただきます。エントリーから 3 日が過ぎても連絡が

ない場合、お手数ですが京都学生祭典実行委員会までご連絡ください。 

※毎年締切の直前に応募される団体様が多数いらっしゃいますのでお気をつけください。 

応募資格 

・演舞時間は団体紹介・マイクパフォーマンス・入退場含めて 6 分以内とします。 
・活動にあたっては、「第 20 回京都学生祭典 パフォーマンスに関する感染防止ガイドライン」に

沿って活動すること。 
・京都学生祭典が定めた『第 20 回京都学生祭典出演同意書』の記載事項を順守すること。 
・エントリーにあたり「第 20 京都学生祭典出演同意書」に同意していただく必要があるため、代

表者が未成年の場合は成人の方（法的責任の取れる立場にある人）の同意が得られる場合に限

ります。 
・各チーム、テーマに合わせた演舞の中に四竹を使用したおどりであること。 
・最大人数の目安：110 人（メインステージ）上段：60 人 下段：50 人 
※これより多い場合の安全面等によるトラブルは責任を負いかねます。 

・旗の大きさの規制→未定 
 
本祭参加費 
1,000円/人 
振込期日：9 月 2 日（金）まで 
振込方法：郵便局の振込取扱票にて本祭演者全員分を一括で納入（振込手数料は参加者負担） 
※郵便局により、当日扱い受付時間が異なりますのでご注意ください 

※参加費はおどりをより楽しんでいただくためにステージ・テント・バックパネル設営費、音響機材費等に充てさ

せていただく予定です。ご理解のほどよろしくお願いいたします。  

※領収書は金融機関による振り込み明細書をもって領収書の発行に代えさせていただきます。 

※入金された参加費の返金は、原則いたしかねます。 

※当日の会場までの交通費等は別途団体様のご負担となります。 

※荒天により中止となった場合、参加費は全額返金いたしません。  

※当日の会場までの交通費等は別途団体様のご負担となります。 

 
提出物 
●審査資料データ 
チームが考える「京都らしさについて」や、演舞テーマについて記載していただきます。 
形態：Word ファイル(500字程度) 
提出期限：6 月 20 日（月）17：00 
●音源 
形態：CD（MD不可）1 演舞につき 2枚（CD 本体に団体名を記入） 
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提出期日：説明会当日 
※提出後音源に変更のある場合は、9 月 2 日（金）(担当：松本)までご連絡ください。 

※ご連絡なしに各提出物の提出がされない団体は、棄権とさせていただきます。 

※やむを得ない事情により提出が遅れる場合、必ずご連絡ください。 

※各提出物に関する詳細は後日メールにてご連絡いたします。必ずご確認ください。 

●動画 
形態：ギガファイル便（ダウンロード期間を最長の１か月にしてください） 
ギガファイル便URL・・・https://gigafile.nu/ 
提出期限：8 月 26 日(金) 
 
3.審査基準  【京炎 そでふれ！コンテスト】(100点満点) 

【予選】※上位 3チームが決勝に進む 
構成点 (50点満点) 衣装点 10点（京都点 5点） 

道具点 10点（京都点 5点） 
楽曲点 10点（京都点 5点） 
テーマ点 10点（京都点 5点） 
隊列点 10点（京都点 5点） 

表現点（50点満点） 振り点 20点（京都点 10点） 
MC点 10点（京都点 5点） 
チームカラー点 10点 
印象点 10点 

【決勝】 
京都学生祭典実行委員会の中の 15名～20名が投票を行い、上位 3チームの順位を決める。 
※審査する人数は変更する可能性がございます。 

 
4．賞金・賞品 

優勝 賞金 20 万円、優勝旗、賞状 

準優勝 賞金 5 万円、トロフィー、賞状 

3位 景品、トロフィー、賞状 

優勝団体には、Grand Finale にて優勝演舞をしていただきます。 
※各賞金は 11 月中旬頃に指定の銀行口座にお振込みする予定です。 

 
5．注意事項 

・応募された資料および音源は返却いたしません。  
・音源はオリジナルの音楽（皆さんが制作した音楽）をご使用ください。チームが作成したオリ
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ジナルの音楽に関して、チーム側が「著作権」を有しておらず「使用権」のみ有している場合

は参加していただけません。参加にあたって必要となる著作権上の手続きは、各チームにおい

て事前に済ませていただきますようお願いいたします。 
※音楽の中に、市販または既存の曲や歌詞を一部でも使用する場合は、ご注意ください。 

なお、参考までに YouTube の「オーディオライブラリ」をご紹介します。当該サイトにある音源は Google社

が著作権上安全に使用できるものとして公開しているものです。 

＜YouTube オーディオライブラリ＞https://support.google.com/youtube/answer/3376882?hl=ja 

・演舞に要する音響機材は京都学生祭典実行委員会にて準備いたします。  
・ステージサイズと人数の関係から発生した事故等に関しては、京都学生祭典実行委員会ならび

に京都学生祭典組織委員会は責任を負いません。必ず安全に演舞可能な人数・隊列で演舞して

ください。 
・京都学生祭典実行委員会ならびに京都学生祭典組織委員会が、当該企画の実施を京都学生祭典

の主旨に照らして、エントリー時に加え、当日の受付時に適当でないと判断した演舞は実施で

きません。 
・エントリーフォームに記入していただいた個人情報は、当企画運営・管理・普及およびこれら

に付随する業務以外の目的では使用いたしません。  
・本コンテストの内容をやむを得ず変更する場合がございますがご了承ください。 
・他の団体への誹謗中傷や無理な演出構成による、観客への接触等の第三者への損害は京都学生 

祭典実行委員会ならびに京都学生祭典組織委員会は責任を負いません。 
・エントリー後のキャンセルは他チーム様のご迷惑となりますのでご遠慮ください。 
・ステージ詳細に関しましては、説明会時に連絡いたします。また説明会以降のやむを得ない変

更はその都度ご連絡いたしますのでご確認お願いいたします。 
 
6.応募・お問い合わせ 
〒600-8216  京都市下京区西洞院塩小路下ル キャンパスプラザ京都内（月曜日休館） 
 第 20 回京都学生祭典実行委員会 京炎 そでふれ！コンテスト企画 担当：松本 
TEL：075-353-9432  FAX：075-353-9431  E-mail：20thsodefure@gmail.com 
メールの場合は件名に「京炎 そでふれ！コンテストについて」と記入ください。 
・京都学生祭典公式ホームページ：https://www.kyoto-gakuseisaiten.com/ 

■ 主催 京都学生祭典実行委員会 
■ 共催 京都学生祭典組織委員会 
（京都府、京都市、京都商工会議所、一般社団法人京都経済同友会、公益財団法人 大学コンソー

シアム京都） 
 
 


