平成 30 年 6 月吉日

「女装コンテスト～72 時間の魔法♡平成のラストシンデレラ～」要項
学祭本部実行委員会

企画局

１．募集対象
弘前大学の男子学生
２．日時
＜ステージイベント＞
10 月 19 日（金）13：25～13：35
10 月 20 日（土）14：50～15：30
10 月 21 日（日）14：00～14：40
＜投票期間＞
10 月 19 日（金）13：00～17：00
10 月 20 日（土）10：00～17：00
10 月 21 日（日）10：00～16：00
３．場所
大学会館広場ステージ
※

小雨決行、豪雨時は大学会館３階大集会室で行います。

４．募集人数
５名（推薦者１～２名を必ずつけてください。）
５．内容
＜全体について＞
・このイベントは、ミスター女装を決めるイベントです。
・ミスター女装は３日間の投票とミニゲームの得点により決定します。
・10 月 19 日（金）の自己アピールでは意気込みを一言述べていただきます。
・10 月 20 日（土）は、推薦者と協力して【ファッションショー】に参加していただきます。持ち時間は１人
につき 1 分 30 秒とします。服装は女装であることを条件とし、公序良俗に反しない限り自由とします。
・10 月 20 日（土）に、暫定 1 位のみの中間発表を行います。
・10 月 21 日（日）は、候補者と推薦者にミニゲームに参加していただきます。
・10 月 21 日（日）の服装のテーマはスポーツ MIX とします。ミニゲームの中で縄跳びを跳んでいただきます
ので、運動に適した靴を履いてください。
・候補者が着替えるための部屋として、10 月 19 日（金）と 10 月 20 日（土）は企画開始前に１度と企画終了
後に２度、10 月 21 日（日）は企画開始前と【Final Festival】終了後に時間を指定して大学会館３階多目的
室を開放します。
・候補者は 10 月 19 日（金）のステージで配付する PR 用たすきをつけて、学祭期間中に PR してよいことと
します。ただし、脱衣等の公序良俗に反する行為が確認された場合、PR を中止とすることがあります。
・【ファッションショー】は得点には関係無いものとします。
・服装は女装であることを条件とし、公序良俗に反しない限り自由とします。
・ミニゲームでの獲得点数１点を１票として投票数に加算します。
・２人以上が同数の票を獲得した場合、ミニゲームでの獲得点数の高い方をミスター女装とします。
・ミスター女装には賞状と賞品を、その推薦者には賞品を贈呈します。
・その他の候補者と推薦者には参加賞を贈呈します。

＜【ファッションショー】について＞
・10 月 20 日（土）に行い、推薦者にも協力していただきます。
・候補者には、ステージから階段を降りてステージ下のランウェイを往復していただきます。ウォーキングの
最中に、推薦者には事前に用意した紹介文を読んでいただきます。
・推薦者はステージ上で紹介文を読むものとします。
・服装に関しては女装であることを条件とし、公序良俗に反しない限り自由とします。
・制限時間は１人につき 1 分 30 秒とします。
※

紹介文及びアピールの内容・方法については事前に確認します。詳細については後日連絡します。

※

登壇及びアピール時の BGM について希望がある場合は打ち合わせの時に USB で提出してください。希望
が無ければこちらで用意します。

＜ミニゲームについて＞
［最高の一瞬を決めろ！ときめき☆シチュエーションライブ！］
・候補者には、お題に沿った内容の寸劇を推薦者と協力して行っていただきます。
・お題はシチュエーションに関するものとし、各候補者に事前にくじを引いていただき決定します。
・演技内に決め台詞を１つ入れ、その部分を強調して演じていただきます。
・演技はステージ上で行うものとし、候補者の希望に応じてマイク及びストレートスタンドを用意します。
・マイク、スタンドは３本まで使用できます。
・制限時間は１人につき３分とします。
・アピール時の BGM について希望がある場合は打ち合わせの時に USB で提出してください。希望が無ければ
こちらで用意します。
※

決め台詞及び演技の内容・方法については事前に確認します。詳細については後日連絡します。

［かわいさをキープできるのは誰だ⁈縄跳び対決‼］
・候補者には、１分間縄跳びを跳んだ後にお題に沿った内容で SCREAM していただきます。
・跳び終わった後のかわいさのキープ具合、SCREAM 具合等の基準を設けて点数化し、３人の審査員に採点し
てもらいます。
・エントリーナンバーの偶数と奇数に分かれて競技に参加していただきます。SCREAM する順番は、組の中で
エントリーナンバーの早い順とします。
・跳んだ回数が多い順に獲得点数は高くなります。
・跳ぶ技によって跳んだ回数を倍にします。前とび、後ろとびは１倍、交差とび、後ろ交差とびは２倍、片足
とび、二重とびは３倍です。
※

跳ぶ技は上記のいずれか１つに決め、打ち合わせの時にお知らせください。

※

転倒防止のため、運動に適した靴を履いて参加してください。

※

SCREAM していただくお題は当日お伝えします。

＜流れについて＞
【10 月 19 日（金）】
時間

流れ

13：05

候補者集合、最終確認

13：25

企画開始、企画説明、投票用紙配布開始

13：32

候補者自己アピール開始

13：34

候補者自己アピール終了、たすき配付

13：35

企画終了

【10 月 20 日（土）】
時間

流れ

14：30

候補者集合、最終確認

14：50

企画開始、協賛紹介、企画説明、投票用紙配布開始

14：53

ミス候補者１人目【ファッションショー】開始

14：55

ミス候補者２人目【ファッションショー】開始
中略

15：03

ミス候補者５人目【ファッションショー】終了

15：03

ミスター候補者１人目【ファッションショー】開始

15：05

ミスター候補者２人目【ファッションショー】開始
中略

15：13

ミスター候補者５人目【ファッションショー】終了

15：13

ミスター女装候補者１人目【ファッションショー】開始

15：15

ミスター女装候補者２人目【ファッションショー】開始
中略

15：23

ミスター女装候補者５人目【ファッションショー】終了

15：24

中間発表、暫定１位の候補者にインタビュー

15：27

協賛紹介

15：30

企画終了

【10 月 21 日（日）】
時間

流れ

13：40

候補者集合、最終確認

14：00

企画開始、協賛紹介、企画説明

14：03

［最高の一瞬を決めろ！ときめき☆シチュエーションライブ！］開始

14：24

［最高の一瞬を決めろ！ときめき☆シチュエーションライブ！］終了

14：25

［かわいさをキープできるのは誰だ⁈縄跳び対決‼］開始

14：35

［かわいさをキープできるのは誰だ⁈縄跳び対決‼］終了

14：36

インタビュー開始、審査員講評、協賛紹介

14：40

企画終了

６．注意事項
＜申込みについて＞
・候補者、推薦者は弘前大学の学生に限ります。
・受付は先着順です。参加枠が埋まり次第、募集を締め切ります。
・申込み用紙は候補者本人または推薦者が、6 月 25 日（月）〜7 月 6 日（金）の 12：00～18：30 の間に学祭
本部へ提出してください。土曜日、日曜日は受け付けることができません。
・申込み用紙に不備がある場合は受け付けることができません。
・申込み後のキャンセルは 9 月 19 日（水）までとし、それ以降は受け付けることができません。
・キャンセルの場合は代理を立てていただきます。
・申込み後に SNS 等でコンテストに出るという趣旨の投稿は、担当から連絡が入るまで控えてください。
＜当日について＞
・打ち合わせや最終確認を行いますので、候補者と推薦者は企画開始 20 分前にステージ横のテントに集合して
ください。
・候補者の服装は女装であることを条件とし、公序良俗に反しない限り自由とします。
・雨天の場合は、担当が候補者に電話で連絡します。
・ミスター女装の自己アピールは 10 月 19 日（金）13：00 からの【Opening Festival】内で行います。
・ミスター女装の結果発表及び表彰は 10 月 21 日（日）17：00 からの【Final Festival】内で行います。
・【Opening Festival】、【Final Festival】には女装した状態で参加していただきます。
・表彰終了後、候補者ごとに写真撮影を行います。
＜その他＞
・9 月下旬から 10 月上旬の間に行う予定の打ち合わせには、原則として参加していただきます。日程について
は後日連絡します。
・打ち合わせでは、当日の流れを確認します。
・音源を使用する候補者は USB で音楽データを用意し、打ち合わせの時に提出してください。

この要項に記載されていることは決定事項ではありません。今後、変更等がある場合は再度連絡します。
質問・要望等がございましたら、下記の連絡先（担当

学祭本部実行委員会
TEL

工藤）までご連絡ください。

企画局

0172-32-8676

Mail

hirodaisai.kikaku@gmail.com

Twitter

@hirodaisai2018

HP

http://www.hirodaisai.net/18th/

（右記の QR コードから読みとることができます。）

