
WORLD BATON TWIRLING FEDERATION 

2022 

VIRTUAL NATIONS CUP  
RULES & REGULATIONS
日本語訳 



WBTF Virtual Nations Cup Page 2 

WBTF VIRTUAL NATIONS CUP 

1.0 基本情報 

1. WBTF バーチャルネーションズカップは、世界バトントワーリング連合（WBTF）に加盟し
ている協会／連盟に所属する選手が参加できる。

• バーチャルネーションズカップのエントリーとビデオの提出は、2021年10月20日（水）
より受け付ける。

• ソロ、2バトン、3バトン、アーティスティックトワールのエントリー（支払い、ビデオ
を含む）は、別々に提出する必要がある。エントリー締切日と競技放映日は以下の通り。

競技種目  　  エントリー締切日　　　　　　　　　　競技放映日
ソロ 2022年 1月5日（水） 　　　　　　  2022年1月22日（土）
2 バトン　　　　2022年 1月 26 日（水）　　　　　　　2022年2月12 日（土）
3 バトン　　　　2022年 1月 26 日（水）　　　　　　　2022年2月12 日（土）
ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸﾄﾜｰﾙ 　2022年2月16日（水）  2022年3月5日（土）

• アーティスティックペアのエントリー（支払い、ビデオを含む）は、以下の最終締切日ま
でに提出すること。

2. バーチャルネーションズカップの審査は、WBTF 公認審査員が行う。

バーチャルネーションズカップ参加選手における公平な競技会を目的としたWBTFの理念

バーチャルネーションズカップにおいて、コーチと選手は、選手の真のスキルと経験に
基づいて、適切なレベルで出場する責任がある。WBTFは、すべての加盟国が国際大会の
品位を維持し、公正な競争環境を促進するため、これらのレベルに敬意を表すことを期
待する。 

選手は、実施内容の制限事項を確認し、自分の熟練度と競技実績に基づいた適切なレベル
に出場する必要がある。それぞれの国において、年間を通じて高いレベルで競技を行う選
手は、それよりも低いレベルで出場するために、要件を満たし、ルーティーンを「手加
減」してはならない。 

l~-1~-----~I _____ , 
l~-1~-----~I _____ , 
l~-1~-----~I _____ , 
l~-1~-----~I _____ , 
I I I 

エントリー締切日 　競技放映日競技種目 
ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸﾍﾟｱ 　　2022年2月16日（水）　　　　  　　   2022年3月5日（土）
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2.0 競技種目、年齢区分、レベル 

バーチャルネーションズカップで行われる種目とレベルは以下の通りとする。 

 女子部門：ソロ、2バトン、3バトン、アーティスティックトワール

レベルA
レベルB – ユース12～14歳、ジュニア15～17歳、シニア18～21歳、アダルト22歳以上

– ユース12～14歳、ジュニア15～17歳、シニア18～21歳、アダルト22歳以上
エリートレベル – ユース12～14歳、ジュニア15～17歳、シニア18～21歳、アダルト22歳以上

 男子部門：ソロ、2バトン、3バトン、アーティスティックトワール
レベルB
レベルA

– ジュニア12～17歳、シニア18歳以上
– ジュニア12～17歳、シニア18歳以上

エリートレベル ‒   ジュニア12～17歳、シニア18歳以上

 アーティスティックペア
レベルB　　　　‒　ユース12～17歳、シニア 18～21歳、アダルト 22歳以上
レベルA　　　　‒　ユース12～17歳、シニア18～21歳、アダルト22歳以上
エリートレベル  ‒　ユース12～17歳、シニア18～21歳、アダルト22歳以上

追加事項（レーティング部門について）: 

 レーティング部門は、すべての種目（ソロ、２バトン、３バトン、アーティス
ティックトワール、アーティスティックペア）に設けられる。

金賞

銀賞 スキルの実施とパフォーマンスの質が高く、エラーが少な
い。ほとんどの分野で種目とレベルの基準を満たしている。

銅賞

参加賞 

スキルの実施とパフォーマンスの質において平均的にこな
せている。
熟練度、実施、プログラミングにおいてまだ発達段階。

レーティング部門の演技は、バーチャルネーションズカップでは放映されない。

レーティング部門では順位をつけず、演技で実施されたスキルに基づき、選手
が評価認定（金賞、銀賞、銅賞、または参加賞）を受け取る。

スキルの実施とパフォーマンスの質が優れている。すべての分野
において、種目とレベルの基準を満たしている。

スキルの実施やパフォーマンスの質が未発達。

surface
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年齢区分 
年齢区分の適用において、参加選手の「年齢」は、競技年である2021年12月31日時点での年齢
として決定される。※12 月 31 日は年齢の計算に含まれる。 

個人: 
女子:  

ユース = 12歳から14歳まで
(バーチャルネーションズカップ開催年である2021年12月31日時点で、12歳から14歳までの選手)
ジュニア = 15歳から17歳まで
(バーチャルネーションズカップ開催年である2021年12月31日時点で、15歳から17歳までの選手)
シニア = 18歳から21歳まで
(バーチャルネーションズカップ開催年である2021年12月31日時点で、18歳から21歳までの選手)
アダルト：22歳以上
(バーチャルネーションズカップ開催年である2021年12月31日時点で、22歳以上の選手)

男子:  
ジュニア＝12から17歳まで
(バーチャルネーションズカップ開催年である2021年12月31日時点で、12歳から17歳までの選手)
シニア＝18歳以上
(バーチャルネーションズカップ開催年である2021年12月31日時点で、18歳以上の選手)

アーティスティックペア:
ペアは、2021年12月31日時点で最も年齢の高い選手に対応する年齢区分へエントリーしな
ければならない。  

ジュニア・ペア:  
両選手がジュニア（12歳から17歳まで）であること。

シニア・ペア:
片方の選手はシニア（18歳から21歳まで）でなければならず、もう片方の選手はジュニア
（12歳から17歳まで）またはシニア（18歳から21歳まで）のいずれかであること。

アダルト・ペア
片方の選手はアダルト（22歳以上）でなければならず、もう片方の選手はジュニア（12歳
から17歳まで）、シニア（18歳から21歳まで）、またはアダルト（22歳以上）のいずれ
かであること。

ペアの構成は、女性2名、男性1名と女性1名、または男性2名とする。

男子・女子部門について:  男子と女子は、すべてのレベルにおいて、ソロ、2バトン、3バ
トン、アーティスティックトワールの各種目を別々に競う。

surface
線
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3.0 使用曲 

ソロ、２バトン、３バトン、アーティスティックトワール、アーティスティックペアにお
ける使用曲と時間制限（全てのレベル）:
選手はWBTFバーチャルネーションズカップで規定された曲で演技をおこなう。曲の長さ
は以下の通り: 

ソロ = 
= 
=        

２＆３バトン
アーティスティックトワール
アーティスティックペア = 

1分44秒
1分29秒
1分44秒
1分44秒 

選手は曲の最初に聞こえる音または最初の小節から演技を開始し、最後に聞こえる音また
は最後の小節で演技を終了しなければならない。
演技の最短時間に制限はなく、曲の最後を待たず演技を終了することができるが、スコア
を受け取るため競技フロアに残っていなければならない。 
曲の終了後または最後の音が鳴りおわった後に実施された演技は加算されない。審査員は
音の終了時に選手から目を離し審査を開始する。
すなわち、曲内で終了しなかったエレメントについては審査に含まれない。 
WBTFの使用曲は全てWBTFウェブサイト内で全世界に公開されており入手することがで
きる。  

• ソロ
• ２バトン/３バトン
• アーティスティックトワール/アーティスティックペア

4.0 内容の規定 

ソロ、２バトン、３バトン、アーティスティックトワール、アーティスティックペア、
チーム、グループにおいて選手がどのレベルに参加するかは各国もしくは各コーチに決定
権がある。 個人種目でレベルAの選手でも、チームや他の種目ではレベルBの場合があり、
チームやアーティスティックグループはその特定の種目における選手のレベルに合わせたも
のとなる。
個人種目/チーム/アーティスティックグループにおいてレベルを決定する際、コーチは以下
の制限事項を参考にする: 

 レベル “B” とレベル “A”
ソロ、２バトン、３バトン、アーティスティックトワール、アーティスティックペア

 エリートレベル
　　　ソロ、２バトン、３バトン、アーティスティックトワール、アーティスティックペア
エリートレベルで実施される技術においては制限を設けない。

２ページ目、バーチャルネイションズカップ参加選手における公平な競技会
を目的としたWBTFの理念についてを参照。

https://www.wbtf.org/content/audio-international-cup-solo-music
https://www.wbtf.org/content/audio-international-cup-2-baton3-baton-music
https://www.wbtf.org/content/audio-international-cup-artistic-twirlartistic-pair-music-2015
surface
線
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5.0 制限事項 

制限事項に対するペナルティ:  
記されている制限事項を超える要素が動作に含まれることにより差し引かれるペナルティ
は、各違反要素ごとに評価されるものとする。 
レベルBとAに対するコンテンツペナルティ

ソロトワール トゥーバトン
スリーバトン

アーティスティックトワール
アーティスティックぺア

ペナルティ
評価 

ジャッジ1人につき
ペナルティ1点

 制限事項　：制限事項チャート　10～15ページ 

すべての制限事項において次の項目が適用される。

• ウォークオーバーは前方、後方とも可: スタンダード・レセプション – バーティカルかホリゾ
ンタルの右手または左手キャッチ、右手または左手グラブ  スタンダード・リリース – バー
ティカルの右手または左手サムトス、バーティカルの右手または左手バックハンドトス、ホリ
ゾンタルの右手または左手トス、右手または左手、時計回りまたは反時計回りでも。 メ
ジャー・ボディ・ムーブ – 相当程度の制御、柔軟性、筋力、高さ、ストレッチを必要とする動
作。イリュージョン、ウォークオーバー、リープ、ジャンプ、ソッテアラベスク、アティ
チュード、グランバットマン、ソデバスク、トワジュテ、カブリオーレなど、それらが左右、
前方後方どちらの方向においても、実施におよそ3拍以上のカウントを要する動作。マイ
ナー・ボディ・ムーブ: さほど制御、柔軟性、筋力、高さ、ストレッチ、リオリエンテーショ
ンを必要としない動作。これらの動きは実施に２拍程度を要する。ホップ、スキップ、シャッ
セ、ピケ、ステップステップ、クッペ、ソッテなどが含まれる。これらは予備動作やフォロー
スルーの動きとして使用されることが多い。 本チャートで定義されていない用語の定義を参
照すること。
※注意: シェネターンはスピンと同じ分類とする。 例. １シェネターン=1スピン、2シェネター
ン=2スピン

•許可されていない動作を実施した場合、制限事項に違反するたびにペナルティが課せ
られる。

•同じ違反行為に対して１つのペナルティ

ジャッジ1人につき
ペナルティ1点

ジャッジ1人につき
ペナルティ1点



ソロ・アーティスティックトワール・アーティステックペア 制限事項チャート

レベル B レベル A エリートレベル

スピン 1～2スピン 

バトン 

リリース    制限事項なし 

レセプション 制限事項なし

ボティ 

リリース 制限事項なし 

レセプション 制限事項なし

3スピン 

バトン 

スタンダードリリース

スタンダードレセプション

ボディ 

制限事項なし 

1～2～3スピン 

バトン 

リリース    制限事項なし 

レセプション 制限事項なし

ボディ 

リリース    制限事項なし 

レセプション 制限事項なし

4スピン 

バトン 

スタンダードリリース

スタンダードレセプション

ボディ 

制限事項なし 

制限事項なし 

エーリアル

ジムナスティック 

（空中アクロバティッ

ク動作）

禁止 エーリアル・カートウィルはトスの下では 1回のみ可

バトン

リリース 制限事項なし 

レセプション 制限事項なし

ボディ 

リリースでのマイナー・ムーヴは可

レセプション 制限事項なし

エーリアル・カートウィルは他のボディムーヴとのコンビネーショ

ンで使ってはならない

他のエーリアル・ジムナスティックは禁止 

制限事項なし 

ステーショナリー＆

トラベリング

トスの下でのシングル・メジャー・ボディ・

ムーヴ

バトン

スタンダードリリース

スタンダードレセプション

ボディ 

制限事項なし 

トスの下でのシングル・メジャー・ボディ・ムーヴ+2スピン

バトン

スタンダードリリース

スタンダードレセプション

ボディ 

制限事項なし 

トスの下でのダブル・メジャー・ボディ・ムーヴ

（ステーショナリーも、トラベリングも）

バトン

スタンダードリリース

スタンダードレセプション

ボディ 

  制限事項なし 

ダブル・メジャー・トリックは回数制限なし 

（ステーショナリ―も、トラベリングも）

制限事項なし 

ダブルエレメント 禁止 ダブル・メジャー・ボディムーヴは回数制限なし 

（ステーショナリ―も、トラベリングも）

バトン

スタンダードリリース

スタンダードレセプション

ボディ 

制限事項なし 

制限事項なし 

ロール フロントネックロールのコンビネーション

は禁止（手がついていても、手がついて

いなくても） 

フロントネックフィギュア 8 は禁止

モンスターネックロールは禁止（部分形

でも完成形でも） 

制限事項なし 制限事項なし 

コンタクトマテリアル 制限事項なし 制限事項なし 
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２バトン 制限事項チャート 

レベル B レベル A

スピン 1スピン 

バトン 

リリース 制限事項なし 

レセプション 制限事項なし

ボディ 

リリース    制限事項なし 

レセプション 制限事項なし

2スピン 

バトン 

リリース    制限事項なし 

レセプション 制限事項なし

ボディ 

リリース    制限事項なし 

レセプション 制限事項なし

ステーショナリー＆

トラベリング

トスの下でのシングル・メジャー・ボディ・ムーヴ

バトン

リリース 制限事項なし 

レセプション 制限事項なし

ボディ 

リリース 制限事項なし 

レセプション 制限事項なし

オープンハンドリリースはスタンダードと考える

トスの下でのシングル・メジャー・ボディ・ムーヴ+1スピン（ダブル

エレメントトリックとは考えない）

バトン

リリース    制限事項なし 

レセプション 制限事項なし

トスの下でのダブル・メジャー・ボディ・ムーブを伴うダブルエレメ

ントトリックは 1回のみ可

バトン

リリース 制限事項なし 

レセプション 制限事項なし

ボディ 

リリース    制限事項なし 

レセプション 制限事項なし

エーリアル・ジムナスティックは禁止

ロール フロントネックロールのコンビネーションは禁止（手がついていて

も、手がついていなくても） 

フロントネックフィギュア 8 は禁止

モンスターネックロールは禁止（部分形でも完成形でも）

片腕 360 度回転するような部分形のモンスターロールは可 

コンタクトマテリアル 制限事項なし 制限事項なし 

注記 

・スピンは 1 本、または 2 本のトスの下でできる。これはワンハンドまたはトゥーハンドからのシングルまたはダブルリリースが含ま

れる。（ハイ/ロー、ハイ/ハイ、デュアルプレーン、デュアルパターン・オポジション）

・ボディムーヴは 1本、または 2本のトスの下でできる。これはワンハンドまたはトゥーバトンからのシングル、またはダブルリリー

スが含まれる。（ハイ/ロー、ハイ/ハイ、デュアルプレーン、デュアルパターン、オポジション）
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３バトン 制限事項チャート 

レベル B レベル A エリートレベル

スピン 1スピン 

バトン 

リリース 制限事項なし 

レセプション 制限事項なし

ボディ 

リリース    制限事項なし 

レセプション 制限事項なし

2スピン 

バトン 

リリース    制限事項なし 

レセプション 制限事項なし

ボディ 

リリース    制限事項なし 

レセプション 制限事項なし

制限事項なし 

ステーショナリー＆

トラベリング

トスの下でのシングル・メジャー・ボディ・

ムーヴ

バトン

リリース 制限事項なし 

レセプション 制限事項なし

ボディ 

リリース 制限事項なし 

レセプション 制限事項なし

オープンハンドリリースはスタンダードと

考える 

トリプルトスは 1 回のみ可

トスの下でのシングル・メジャー・ボディ・ムーヴ+1スピン

（ダブルエレメントトリックとは考えない） 

バトン 

リリース    制限事項なし 

レセプション 制限事項なし

ボディ 

リリース    制限事項なし 

レセプション 制限事項なし

トリプルトスは 2 回まで可

ダブルエレメントトリックは禁止 

エーリアル・ジムナスティックは禁止

制限事項なし 

ロール フロントネックロールのコンビネーション

は禁止（手がついていても、手がついて

いなくても） 

フロントネックフィギュア 8 は禁止

モンスターネックロールは禁止（部分形

でも完成形でも） 

片腕 360 度回転するような部分形のモンスターロールは可 制限事項なし 

コンタクトマテリアル 制限事項なし 制限事項なし 制限事項なし 

注記 

トリプルトスの定義－トリプルトスは、３本のバトンを 1本ずつ順番に、かつ最初の 1本をキャッチする前にリリースする場合、

もしくは３本のバトンを同時にリリースする場合がある。どちらのタイプのトリプルトスでも、キャッチの順番は 

問わない。 
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6.0 競技手順
審査員数 

 ソロ、２バトン、３バトン、アーティスティックトワール、アーティスティック
ペア　ー　審査員1名
審査員数が不足の場合、ペナルティジャッジが制限事項のジャッジを兼任して
も良い。

7.0  競技とアナウンスの手順 

 選手の出場順が記載されたプログラムが作成され、申し込み締め切り
が終了した後にダウンロード可能となる。

 記載された大会内の放映日時でバーチャルアワードセレモニーが開催
され、そこで順位が発表される。

 全スコア、ペナルティ、順位の結果が記載された集計表は大会終了後
にダウンロード可能となる。

 大会終了後、順位のついた選手全員に賞状がEメールで送られる。

8.      0     試合数 

    全種目、全部門、試合数は一回とする。

 9.0 集計手順とペナルティ 

集計については、WBTFバーチャルネーションズカップコンピューター
タビュレーションシステムを使用する。

ソロ、２バトン、３バトン、アーティスティックトワール、アーティスティックペア種目
 10点満点での採点
 記載されている制限事項を越えた動作を行なった場合などは各審査員から各違反ごと
に1点減点とする。

 ドロップごとに全点数の1％に相当する0.1点が審査員の点数から引かれる。
 ブレイク、スリップ、2/3バトンとは判断されない技術については減点されないが、
審査員の最終的な点数に影響する。

surface
線
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10.0 参加申込み 

3ページに記載された期日までにwbtf.orgウェブサイト、
https://www.wbtf.org/content/virtual-nations-cup-entry-forms　から申込みを提出する。
 
締め切り後の申込みは不可。
返金の対応はしない。

注意事項：１種目ごとに申込みの提出が必要となる。

各種目、別々に申し込みが必要となる。申し込み時に動画を提出する。 

WBTFオンラインネイションズカップ動画の説明

• 動画ファイル名:
o 個人種目:  種目/レベル/名/姓/国をファイル名にする

(例 Solo_Level B_Nancy SMITH_Canada)
o アーティスティックペア: 種目/レベル/選手１氏名/選手２氏名/国をファイル名にする

(例 ArtisticPair_LevelB_Nancy SMITH + Mary JONES_Canada)
• エントリーフォームと動画は10月20日から受付開始
• 登録とエントリーフォームの入力を完了し、支払いをおこなう
• 競技に適したコスチュームの着用
• 画面に体全身とバトンが映るセッティングで撮影
• ランドスケープモード（横向き表示画面）で撮影
• 撮影機器の最高画質で撮影　-　1080pまたは4kが最適、使用できる最低解像度は720
• 録画の中ではっきりと音楽が聞こえるもの

動画は全てWBTFが所有し、教育とトレーニングを目的とした教材として使用される。

参加費: 

ソロ　　$30.00(US)/人
2バトン　　$30.00(US)/人
3バトン　　$30.00(US)/人
アーティスティックトワール　　$30.00(US)/人
アーティスティックペア　　$60.00 (US) /組

リベートの受け取りはWBTFとホスト国で50/50とする
（関連支出額を差し引いた金額）

https://www.wbtf.org/content/virtual-nations-cup-entry-forms
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11.0 WBTFによる認定証 

WBTFの参加認定証:  

すべての選手にWBTF公式の参加認定証を発行する。 

• 認定証は、WBTF会長またはその代理人が署名する。
• 国がエントリーを行う場合、国は参加認定証が選手に渡されることを確認する責
任を負う。

12.0 バーチャル・ネーションズ・カップのセレモニーとアワード 

バーチャルネイションズカップ決勝進出者への認定証授与: 

• 決勝進出者には、1位から10位までの順位が記載された認定証が授与さ
れる。

13.0  技術的詳細 

YouTubeチャンネルのリンクは、WBTFのウェブサイトやソーシャルメディアの
ページに掲載され、各国連盟はそれぞれのウェブサイトやソーシャルメディアのプ
ラットフォームに、そのリンクを共有することができる。これにより、各参加加盟
国が自国のタイムゾーンに合わせ競技を開始できるようになる。
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