
MOYOSTAGE2018 
(翻訳 日本ディアボロ協会 齋藤) 

日時:2018年6月16-18日 
場所:台湾 高雄 新光三越左營店 
主催:W.H.O Theatre 

・部門について 

ヨーヨー 
　1A-5A各部門 
　チーム部門 
　チームバトル部門 

ディアボロ 
　1D,2D,3D,VD各部門 
　公開個人男子部門、公開個人女子部門 
　チーム部門 
　チームバトル部門 

ジャグリング 
　公開個人部門 
　バトル部門 

総合 
パフォーマンス部門(ヨーヨー、ディアボロ、ジャグリング全て可) 



・シードについて 
2016年MOYOSTAGE及び2017年各大会優勝者は、対応した部門の決勝シード権
を得られます。(ジャグリング部門の場合、使用道具が同じ場合のみ適用) 
尚、各ジュニア部門はシード対象とはなりません。 
対象大会は以下となります。 

ヨーヨー 
MOYOSTAGE2016 
2017年各国全国大会 
2017 World Yo-Yo Contest 
2017 Asia Pacific Yo-Yo Championships 
2016 Taiwan yoyo contest 

ジャグリング 
MOYOSTAGE2016 
JJF2016,2017 
IJA2017 

ディアボロ 
MOYOSTAGE2016 
AJDC2017 
OIDC2017 
ディアボロPEHカップ(アジアカップ)2017 
忘年大会2017名古屋 (個人総合部門に限る) 
DMOC2016 



・各部門の演技時間等について 

ヨーヨー 

ジャグリング 

ディアボロ 

部門詳細 制限時間

フリースタイル部門

1A 予選1分 
決勝3分4A

2A
決勝 3分3A

5A

チームバトル部門
30秒×2 

準決勝、決勝のみ45秒×2

チーム部門 3-5分

部門詳細 制限時間

個人総合部門
ビデオ予選3-4分 
ワイルドカード1-2分 

決勝3-4分

バトル部門
30秒×2 

準決勝、決勝のみ45秒×2

部門 制限時間

テクニカル部門

1ディアボロ水平 ビデオ予選1-1分30秒 
ワイルドカード1-1分30秒 

決勝2-3分2ディアボロ

3ディアボロ
決勝2-3分

1ディアボロ垂直

オーバーオール部門
公開男子個人部門

ビデオ予選1-2分 
ワイルドカード1-2分 

決勝3-4分

公開女子個人部門 決勝3-4分



総合 

・参加費用について 
申込及び入金の確認が必要となります。 

2018年3月28日までの申込　4000円 
2018年4月28日までの申込　5000円 
2018年5月13日までの申込　6000円 
当日申込　　9000円 

・2部門以上参加する場合は、上記の価格から1部門ごとに1000円追加となります 
(3月25日に申込し、3部門参加する場合は6000円) 

入場券(出場選手は必要ありません)　抽選券つき 
1日券　600円 
全日　 800円 

チームバトル部門 30秒×2 
準決勝、決勝のみ45秒×2

チーム部門 3-5分

部門 制限時間

部門詳細 制限時間

パフォーマンス部門
ビデオ予選6分 
決勝6分 

準備は3分以内に済ませる
こと。



・競技規則について 

ディアボロチームバトル部門、ヨーヨーチームバトル部門 

1チーム3名。 
30秒を交互に3セット行う。3セット中少なくとも1回は2人以上でのトリックが求
められる。 
準決勝と決勝のみ45秒×2 
音楽は運営が決定、先攻後攻は出場者自らが決める。 
3人のジャッジにより勝敗を決定。 

ジャグリングバトル部門 
個人でのバトル部門。 
30秒を交互に3セット行う。準決勝と決勝のみ45秒×2 
音楽は運営が決定、先攻後攻は出場者自らが決める。 
3人のジャッジにより勝敗を決定。 

ディアボロチーム部門、ヨーヨーチーム部門 

2-4人で演技を行う。 
演技時間は3-5分、技や使用道具に特に制限はなし。 

ジャグリング部門 

ディアボロ及びヨーヨー以外の道具であれば、道具の制限はない。 
ビデオ予選、決勝は3-4分。ワイルドカードは1-2分 
予選、ワイルドカード、決勝ともに上記の審査基準となる。 
シード権を有する選手は決勝スタート。 

難易度 新奇性 演技構成 衣装等

40 30 20 10

難易度 新奇性 演技構成 衣装等

40 30 20 10



ディアボロ男子個人部門、女子個人部門 

男子個人部門はビデオ予選(提出期限5月13日、出場希望者には別途連絡。) 
ビデオ通過者及びワイルドカード通過者は決勝を行う。 
ビデオ予選、ワイルドカード、決勝の配点は上記の通り。 
ビデオ予選、ワイルドカードは1-2分、決勝は3-4分。 
シード権を有する選手は決勝スタート。 

技術評価点は以下4項目。 
-クリーンネス5点 
-バリエーション5点 
-レアネス5点 
-エクスキューション5点 
演技構成は以下4項目。 
-ミュージックユース5点 
-ボディコントロール5点 
-スペース・ユース5点 
-ショーマンシップ5点 

ディアボロテクニカル部門 

ビデオ予選及びワイルドカードはクリッカー100%。 
決勝は上記配点。 
予選1-1分30秒、決勝2-3分。 
シード権を有する選手は決勝スタート。 

技術評価点は以下4項目。 
-クリーンネス10点 
-バリエーション10点 
-レアネス10点 
-エクスキューション10点 

難易度(クリッカー) 技術評価 演技構成

60 20 20

難易度(クリッカー) 技術評価

60 40



ヨーヨーフリースタイル各部門 

基本的にオフィシャルルールに則る。 

技術評価点は以下4項目。 
-クリーンネス5点 
-バリエーション5点 
-レアネス5点 
-エクスキューション5点 

演技構成は以下4項目。 
-ミュージックユース7.5点 
-ボディコントロール7.5点 
-スペース・ユース7.5点 
-ショーマンシップ7.5点 
減点について 
停止 -1 
放棄 -3 
切断 -5 
飛散 -5 

パフォーマンス部門 

パフォーマンスを軸に身のこなしの洗練度、音楽の解釈、演技の独創性などを総
合的に評価し表彰。 

難易度(クリッカー) 技術評価 演技構成

50 20 30



スケジュールは変更となる場合がございます。 
 

　　　　　　　　　　　　　  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

6/16 6/17 6/18

11:00-11:30 受付開始

13:00-17:00 ワークショップ

11:30-11:40 開会式 スポンサーステージ

11:40-12:10 1A予選 11:40-12:10 3D 決勝

12:20-13:00 1D WC 12:20-13:00 4A 決勝

13:10-13:50 ジャグリング WC 13:10-13:40 2D 決勝

14:00-14:30 4A予選 13:50-14:50 235A 決勝

14:40-15:20 2D WC 15:00-15:30 VD 決勝

15:30-16:30 235A 決勝 15:40-16:10 1D 決勝

16:40-18:00 MI WC 16:20-16:50 ヨーヨー チームバトル

18:10-18:40 WI 決勝 17:00-18:00 MI 決勝

19:00-20:00 ジャグリング 決勝 19:00-20:00 パフォーマンス部門

20:10-20:30 チーム部門決勝 20:10-20:40 ディアボロ チームバトル

20:30-21:00 ジャグリングバトル 20:40-21:00 表彰式

決勝

シード所持者

会場予選

エントリー

決勝

1A、4A 2A、3A、5A、
3D、1DV、 

公開女子個人部門

エントリー

決勝

シード所持者ビデオ予選

エントリー

1D、2D、公開男子個人部門 
ジャグリング部門

不通過

通過

通過

ワイルドカード

通過

ビデオ
未提出


