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	 平成２７年３月２７日（金）、２８日（土）、２９日（日）の３日間、さいたま市記念総

合体育館において、全国各地の予選を勝ち抜いたバトントワラーが頂点を目指して技術を

競う「第４０回全日本バトントワーリング選手権大会」が開催されます。	 

	 この大会は今年８月にカナダで行われる「第８回ＷＢＴＦインターナショナルカップ」

及び「２０１５年ＩＢＴＦグランプリ大会」の２つの大会の日本代表選手の選考が同時に

行われる重要な大会となります。	 

	 なお、本件は「さいたまスポーツコミッション」による誘致支援大会です。	 

	 

記	 

	 

	 １	 日時（予定）	 

	 	 平成２７年３月２７日（金）	 ９：３０〜	 開 会 式	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ２８日（土）１０：００〜	 競技開始	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ２９日（日）	 ９：３０〜	 競技開始	 	 

	 ２	 会場	 

	 	 さいたま市記念総合体育館（さいたま市桜区道場４—３—１）	 

	 	 メディア受付場所：２階	 正面入り口	 

	 ３	 主催	 

	 	 一般社団法人日本バトン協会	 

	 ４	 競技種目	 

ソロトワール、トゥーバトン、スリーバトン、ペア、ソロストラット、ダンストワー

ル、フリースタイル個人、フリースタイルペア、フリースタイルチーム、コンパルソ

リー（規定演技）、ショートプログラム（規定演技）、アーティスティックトワール、

アーティスティックペア	 

「第４０回全日本バトントワーリング選手権大会」が開催されます	 

記	 者	 発	 表	 資	 料（２６-０４６）	 

平成２７年	 ３月２６日（木）	 

<本状に関する問合せ先> 
 

スポーツコミッション事業担当	 矢作・細沼	 

TEL：048-647-8338	 FAX：048-647-0116	 

E-MAIL：ssc@stib.jp	 

URL：http://saitamasc.jp/	 
	 

広報宣伝事業担当	 	 	 遊馬・五味	 

TEL：048-647-8338	 FAX：048-647-0116	 

E-MAIL：koho@stib.jp	 

URL：http://www.stib.jp	 

Twitter：@SaitamaTIB	 
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	 ５	 競技日程	 

日	 時	 内	 容	 種	 目	 年齢・性別区分	 

	 9:30～	 開会式	 	 	 

10:00～	 決	 勝	 コンパルソリー	 女子Ｊｒ・男子Ｊｒ	 

	 	 決	 勝	 ショートプログラム	 女子Ｓｒ・男子Ｓｒ	 

	 	 予	 選	 アーティスティックトワール	 Ｊｒ・Ｓｒ	 

	 	 予	 選	 アーティスティックペア	 Ｊｒ	 

14:30～	 全国共通規定演技ソロトワール	 デモンストレーション	 

14:50～	 準決勝	 フリースタイル個人	 	 女子Ｊｒ・Ｓｒ	 

	 	 準決勝	 フリースタイルチーム	 	 	 

	 	 本	 選	 アーティスティックトワール	 Ｊｒ・Ｓｒ・Ａｄ	 

	 	 本	 選	 アーティスティックペア	 Ｊｒ・Ｓｒ・Ａｄ	 

27 日

（金）	 

19:00	 終了予定	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 

10：00～	 	 準決勝	 ソロトワール	 	 	 

	 	 準決勝	 トゥーバトン	 	 	 

	 	 準決勝	 ソロストラット	 	 	 

	 	 準決勝	 スリーバトン	 	 	 

	 	 準決勝	 ダンストワール	 	 	 

	 	 準決勝	 ペア	 	 	 

28 日

（土）	 

18:00	 終了予定	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 

	 9：30～	 決	 勝	 ソロトワール	 	 	 

	 	 決	 勝	 トゥーバトン	 	 	 

	 	 決	 勝	 ソロストラット	 	 	 

	 	 決	 勝	 スリーバトン	 	 	 

	 	 決	 勝	 ダンストワール	 	 	 

	 	 決	 勝	 ペア	 	 	 

	 	 決	 勝	 フリースタイル個人	 	 	 

	 	 決	 勝	 フリースタイルペア	 	 	 

	 	 決	 勝	 フリースタイルチーム	 	 	 

15:00～	 グランプリ戦	 	 	 

	 	 エキシビジョン	 	 	 

16：40～	 表彰式・閉会式	 	 	 

29 日

（日）	 

18:00	 終了予定	 	 	 	 	 
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	 ６	 入場料	 

	 	 ２７日（金）１日券：前売り２,０００円、当日２,５００円	 

	 	 ２８日（土）１日券：前売り２,０００円、当日２,５００円	 

	 	 ２９日（日）１日券：前売り３,５００円、当日４,０００円	 

	 	 ２７日（金）〜２９日（日）３日間通し券：前売り５,０００円、当日なし	 

	 	 ※小学生以上は入場券が必要になります。	 

	 	 ※小学生未満のお子様で、座席を利用する場合は入場券が必要となります。	 

	 	 （大人 1名に対し、小学生未満のお子様 1名は、座席を共有することができます。）	 

	 ７	 販売場所・期間	 

・前売り【１日券・３日間通し券：〜３月２６日（木）２３：５９まで】	 

	 	 ローソン・ファミリーマート・セブン－イレブン・サークルＫサンクス・	 

	 	 ミニストップ	 

・当	 日【体育館	 １階	 入口（８：３０〜）】	 ※２８日のみ９：００〜	 

	 ８	 後援	 

文部科学省、埼玉県、さいたま市、埼玉県教育委員会、さいたま市教育委員会、	 

公益財団法人埼玉県体育協会、公益財団法人さいたま市体育協会、	 

一般社団法人日本マーチングバンド協会	 

	 ９	 問合せ	 

	 	 一般社団法人日本バトン協会	 	 

	 	 ＴＥＬ０３−５８３０−７８６３（平日１０：００〜１８：００）	 

	 	 	 ※大会当日は０９０−１３９６−４３５５（担当：沖田氏	 大会開催中）まで	 

１０	 大会ホームページ	 

	 	 http://www.baton-jp.org/	 


