
GIBBON ONLINE GAMES JAPAN 2021 

GOGJ2021 に出場する選⼿の皆さんへ 
 
 
はじめに 
今⼤会は、世界初となるオンラインリモート(ZOOM)で⾏う⼤会となります。 
全国各地それぞれを舞台として、「かっこいい」の１番を決める⼤会です。 
全５⽇間のスケジュールで構成され、トリック・スタティック・チーム戦と３カ
テゴリのトーナメントで⾏われます。 
各都道府県から出場される選⼿及び関係者がそれぞれ⼤会会場運営をしていた
だくことが必要不可⽋となります。 
そのため、今までの⼤会では⾏うことが少なかった、出場選⼿及び⼤会関係者へ
の⼤会選⼿会議を開催いたします。 
 
⽬的は、オンラインリモートはじめとすると普段の⼤会とは異なる仕組みで⾏
われる⼤会が、円滑かつ安全に運営・進⾏できるよう、選⼿及び関係者の⽅に理
解し対応いただくこととなります。 
現在もなお⼤変な時期は続いておりますが、With コロナ（感染症）を想定し、
今後のスラックラインの成⻑や発展を⽌めないよう盛り上げていくため、皆さ
んで⼿と⼿を取り合いこの⼤会を成功につなげていくためです。 
 
 

⽬次 
 

1. ⼤会スケジュール 

2. １試合あたりの流れ 

3. 競技ルール、ZOOM について 
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5. その他（感染症対策など） 
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1.⼤会のスケジュール 
 
①１⽉３１⽇よりスタート（時間 10:00-12:40 予定)※Youtube 配信時間は前後 15 分⾜します 

 【カテゴリ】◆アマチュアのトリックライン 

 

②２⽉１４⽇（時間 10:00-13:30 予定）※Youtube 配信時間は前後 15 分⾜します 

 【カテゴリ】◆スタティック（〜決勝戦） 

 

 

③２⽉２８⽇（時間 10:00-12:50 予定)※Youtube 配信時間は前後 15 分⾜します 

 【カテゴリ】◆アマチュアのトリックライン（〜決勝戦） 

 

 

④３⽉１４⽇（時間 10:00-13:10 予定)※Youtube 配信時間は前後 15 分⾜します 

 【カテゴリ】◆チーム戦（〜決勝戦） 

       ◆プロ⼥⼦（１回戦）(時間 11:40-12:10 予定) 

       

 

 

⑤３⽉２８⽇（時間 10:00-13:40 予定)※Youtube 配信時間は前後 15 分⾜します 

 【カテゴリ】◆プロ⼥⼦（〜決勝戦） 

◆プロ男⼦（〜決勝戦） 

       ◆閉会式（時間 13:20-13:40 予定) 

 

 

※⽇程を５⽇間に調整したことで、１⽇あたりの試合時間が延⻑となります。 

※試合進⾏時間はあくまで予定ですので、前後する場合がありますのでご了承ください。 

※原則上記のスケジュールで開催させていただきます（ただし緊急事態宣⾔が全国に発令さ

れ、全ての⼤会会場使⽤禁⽌及び外出禁⽌等などは除く） 
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2. １試合あたりの流れ 
 
●ライディングされない選⼿の皆さんは ZOOM 上のブレイクアウトルーム
（控え室）で待機していただきます。 
●ブレイクアウトルームでは⾃由にお話ししていただくことができます 
 
 
●事務局操作によりブレイクアウトルーム→メインルームへ移動 
※メインルームに移動後は、いつでもスラックラインのれる状態でスタンバイ
しておいてください。 
 
 
●事務局側で両選⼿の紹介します。 
●［選⼿］ミュートを解除して、カメラの前にスタンバイしておいてください 
※試合スタンバイされている会場は静粛にお願いします 
※試合前には⼿指消毒と⾜裏消毒をお願いします 
 
●事務局より「〇〇選⼿の⾃⼰紹介及び⾃⼰ PR」をお願いします 
●［選⼿］⾃⼰紹介（出⾝地／名前／出場場所／スラックライン歴） 
     ⾃⼰ PR（⾒てもらいたいポイントなど 20秒ほど） 
 
※事前に⾃⼰紹介及び⾃⼰ PRは練習しておいてください。 
※ミュート解除されているかを必ず確認してください。 
 
●後攻の選⼿も先⾏の選⼿と同様となります。 
 
 
●事務局より「先⾏ ⾚ ○○選⼿の１回⽬の演技です。お願いします」 
●［選⼿］始める前に静⽌した状態で⼿を挙げて合図をして始める 
※タイマーは選⼿⾃⾝で計測して 40秒で終了してください。 
※運営事務局でもタイマー計測します（カウントダウンも） 
※ライディング中はミュート解除にしてください。 
※ライディング前には⼿指消毒をお願いします 
●事務局より「後攻 ⽩ ○○選⼿の１回⽬の演技です。お願いします」 
●［選⼿］始める前に静⽌した状態で⼿を挙げて合図をして始める 
 

                    
●事務局より「先⾏ ⾚ ○○選⼿の２回⽬の演技です。お願いします」 
●［選⼿］始める前に静⽌した状態で⼿を挙げて合図をして始める 
※ライディング終了後は、ミュート状態で画⾯の前でお待ちください。 
※ライディング前には⼿指消毒をお願いします 
●事務局より「後攻 ⽩ ○○選⼿の１回⽬の演技です。お願いします」 
●［選⼿］始める前に静⽌した状態で⼿を挙げて合図をして始める 
※ライディング終了後、ミュート解除のままで画⾯の前でお待ちください 
 
 
●事務局より「公認ジャッジの皆さんジャッジ検討してください」 
      「選⼿投票及び視聴者投票を開始してください」 
※投票時間は 1 分です 
 
 
●MCより選⼿とジャッジにコメントをもらいます 
※選⼿及びジャッジはミュート解除した状態で振られたらコメントお願いし
ます。 
 
 
●事務局より「選⼿投票及び視聴者投票はただいまをもって締め切りとさせて
いただきます」「これより最終集計に⼊ります」 
 
 
 
●事務局より「まず公認ジャッジの 5名の⽅の判定お願いします！」 
※⼀⻫に 5名の⽅が画⾯上に⾚⽩の札を出します。 
 
 
 
●事務局より「続きまして、出場者投票の結果は……⾚ or ⽩ 〇〇選⼿」 
      「最後に視聴者投票の結果は……⾚ or ⽩ 〇〇選⼿」 
 
 
 
●事務局より「ただいまの試合 ○対○で ⾚ or ⽩ 〇〇選⼿の勝利です」 
 
 

 
●事務局より「選⼿退場となります」 
※試合を終えた選⼿はブレイクアウトルームに移動操作します。 
※ライディング前には⼿指消毒をお願いします 

試合選⼿待機

選⼿⼊場／スタンバイ

選⼿紹介

先⾏選⼿⾃⼰紹介

後攻選⼿⾃⼰紹介

先⾏選⼿１回⽬ライディング

後攻選⼿１回⽬ライディング

先⾏選⼿２回⽬ライディング

後攻選⼿２回⽬ライディング

投票アナウンス／投票開始

ジャッジのコメント

投票終了アナウンス

公認ジャッジ5名判定

投票判定（出場者／視聴者）

総合判定

選⼿退場
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３、競技ルール 
トリックライン  １試合あたりの持ち時間は⼀⼈ 40秒×２回 
《トリックの定義》：ラインから離れて技を⾏うこと 
                              （例えば、バッドバウンス、チェストバウンスなど） 
 
スタティック   １試合あたりの持ち時間は⼀⼈ 40秒×２回 
《スタティックの定義》：体の⼀部が常にラインと触れていること（例え 
                                     ば、ドロップニー、ダブルニーなど） 
                                     ※ガンビットはスタティックとみなします。 
 
チーム戦     １試合あたりの持ち時間は⼀チーム１００秒 
《チームの定義》：2名以上で構成されるもの、ラインに複数⼈乗ることも可能 

 

² トリック（⾼さ 70〜160cm） 

² スタティック（⾼さ 30〜80cm） 

² チーム戦（⾼さ 30〜160cm） 

⻑さ及びテンションは⾃由 

マット等、選⼿の怪我防⽌及び安全に配慮すること 

 

【ジャッジ規定】 
採点⽅式は“⾚”“⽩”⽅式です。合計 9ポイント 
l 公認ジャッジは 5名（ZOOM 上）           ５ポイント 
l 出場選⼿投票（Googleフォーム）P4参考      １ポイント 
l 視聴者投票（Googleフォーム）公式サイト参照    ３ポイント 

 

判定基準は「かっこよさ」で判断してもらいます。 
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４、ZOOM の中のイメージ 
 

【メインルーム】Youtube ライブ配信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ブレイクアウトルーム】控室 

 

 

 

 

 

 

ジャッジ ジャッジ ジャッジ ジャッジ 

ジャッジ MC 事務局 タイマー及び選⼿名表⽰ 

先⾏選⼿ 後攻選⼿ 

選⼿ 選⼿ 選⼿ 選⼿ 

選⼿ 選⼿ 選⼿ 選⼿ 

選⼿ 選⼿ 選⼿ 事務局 

選⼿ 

選⼿ 

選⼿ 

行き来操作は事務局が行います。 
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５、 選⼿及び会場関係者にしていただくこと 
 
●出場する会場について 
□ 選⼿は、出場する会場の担当者の⽅に連絡を事前にとり、出場する旨をお伝
えください。 
□ 試合当⽇の施設開場などの注意事項についてもご確認ください。 
 
□ 施設によっては利⽤料がかかる場合がありますので、各⾃で確認してくださ
い。 
 
□ また、協⼒施設で出場される場合については、感染予防対策の⼀つとして健
康管理表の提出があります。 
⼤会１週間前から体調管理表に記⼊したものを試合当⽇に会場責任者にご提出
ください。（別紙参照） 
 
 
I. 会場の設営及び安全管理 
□ ラインの設置（バックアップ等の確認） 

※必ず申告した⾼さや⻑さでなければならないことはありません。 
□ マットの設置（連結部等の確認） 

※⾼さが低い場合に使⽤しない場合は地⾯等に突起物等が落ちていないか 
□ ZOOM接続⽤デバイスの設置 
  ※通信速度計測を⾏ってください。 

①インターネット回線の速度テスト | Fast.com （https://fast.com/ja/） 
②インターネット回線スピードテスト・通信速度測定 | USEN（https://speedtest.gate02.ne.jp/） 

   ※10Mbps以上が望ましい 
※ZOOM はバッテリーの消耗が激しいため、電源及びモバイルバッテリーなど
に接続しておいてください。（⼤会開始から終了まで接続し続けてもらいます） 
 
□ バックアップ記録⽤機器の設置 
 スマホ・デジカメ等設置は ZOOM⽤デバイスと同じ場所位・位置からお願い
します。 
※デジカメやビデオカメラ等は SDカード等の挿⼊をお忘れなく。 
※記録⽤は試合のみの撮影で構いません。 
 ただし録画開始を忘れないためにも、試合スタンバイから撮影お願いします。 
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II. ZOOM に接続 
午前 9時 00 分から⼤会⽤ ZOOM に⼊室することができますので、9:15 分
までには接続し、会場責任者は⼊室しておいてください。 
⾳声・画像が確認できましたら、「ブレイクアウトルーム」に事務局側で操
作し移動します。（⼤会受付） 
 
●選⼿は⾃⾝の出場する試合時間の 45 分から会場に⼊室ができます。 
⼊室しましたら、会場の責任者の⽅にその旨伝えてください。 
責任者の⽅は「◯○選⼿到着しました」とブレイクアウトルーム内の事務局
へご連絡ください。 
 
※画⾯はオンにしてください。 
※表⽰名は、施設名または、個⼈名でお願いします。 
1 会場で複数⼈出場される場合は、代表者の個⼈名にしてください。 
 
 
【ZOOM ID及びパスワード】 

GOGJ2021 ⼤会⽤ ZOOM【全⽇程共通】 
時間: 午前 9時から接続可 
 
Zoomミーティングに参加する↓ 
https://us02web.zoom.us/j/82927676604?pwd=M2NpRldKckRWaG5
xZE5yTHJmbEtxdz09 
 
ミーティング ID: 829 2767 6604 
パスコード: 675640 

 
 

III. 準備運動・ウオーミングアップ 
怪我予防のために準備対応及びウォーミングアップを各⾃でお願いします。 
出場する試合と次の試合の⽅以外は、ラインに乗っていただいても構いませ
ん。（その場合にはミュートにしておいてください） 
※試合以外はマスクの着⽤をお願いします。 
※⽔分補給時は⼀時的にマスクを外すことはできます 
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IV. ⾃⼰紹介及び⾃⼰ PR 
 今⼤会毎試合ごとに選⼿全員に⾃⼰紹介及び⾃⼰ PRを⾏っていただきます。 
 
【内容】 
⾃⼰紹介（出⾝地／名前／出場場所／スラックライン歴） 
⾃⼰ PR（⾒てもらいたいポイントなど 20秒ほど） 

※⾃⼰紹介は毎回同じです。⾃⼰ PRは毎回変更しても構いません。 
 
 
 
 
V. 選⼿投票フォーム 
https://forms.gle/d6gQ9vWVq7yfYETt5 
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5 注意事項 
 
I. ミュート解除は選⼿⾃⾝（会場）にてお願いします。 
ミュート（消⾳）の解除は選⼿側でしかできませんので解除が必要な場⾯で
は操作をお願いします。 
（ミュートにすることは運営側でできます） 
 

II. 万が⼀、選⼿側の通信が途切れてしまった場合 
各会場ではバックアップ動画撮影をお願いしております。そのため、途中で
途切れてしまった場合においても、制限時間終了までライディングをしてく
ださい。 
通信トラブルにおいては、再試合または、動画を送っていただき事務局で配
信する⽅法の２つ通りです。 
通信が復旧した場合においては、再試合を原則⾏います。 
動画を送っていただく先は、gibbononlinegames@gmail.comまで 
（送信⽅法：ギガファイル：https://gigafile.nu/）パソコン・スマホ可 
 
【操作⽅法】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「ファイルを選択」動画を選択      「完了」となったら 
⾃動的にアップロードされます。     URL をコピーしてメールで送 
※パスワード等の設定はしないでください ってください 
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III. 万が⼀、運営事務局側の通信が途切れてしまった場合 
ZOOM においては、バックアップ及び共有ホストで管理してありますので、通
信が途切れる可能性は極めて低いと思われます。 
途切れてしまった場合には、事務局よりアナウンスを⼊れますので、指⽰に従っ
てください。 
 
 
IV. 協⼒施設以外の会場で出場される場合 
 
各会場にて安全に⼤会を運営するために下記のことを必ず守ってください。 
u 万が⼀の怪我やトラブルに対応していただくため、会場では 2名以上の⼈が

いる環境で出場してください。 
u 怪我につきましては⾃⼰責任とさせていただきます。 

※安全に配慮したセッティングや環境をつくり、⾃分の⼒量以上の怪我リ
スクの⾼い技への挑戦はお控えください。 

u オンライン会議システム"ZOOM"の使い⽅を熟知習得してください。 
u 感染対策はご⾃⾝で必ずお願いいたします 
 
V. 対戦相⼿の不戦勝となる場合 
 
1. 体調不良で試合に出れない場合 
2. 悪天候でラインに乗ることができない場合 
3. 試合開始前になっても ZOOM 上に選⼿がスタンバイできていない場合 
4. 相⼿に対して、誹謗中傷等の妨害がある場合 
5. その他、運営事務局が判断した場合 
※上記の件につきまして、⼤会エントリー費の返却はできません。 
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感染予防対策のチェック表 
 
★チェックリスト（試合前に会場にいる全員で確認し、□に✓して

ください） 
 

□ 手洗い及び手指消毒をする 

□ 試合当日の前１４日以内及び当日に平熱（37.5 度）を超える発熱 

はない 

 □ 試合当日の前 14 日以内及び当日に咳（せき）、のどの痛みなど風 

邪の症状はない 

 □ 試合当日の前 14 日以内及び当日にだるさ（倦怠（けんたい）

感）、息苦しさ（呼吸困難）はない 

 □ 嗅覚や味覚の異常はない 

 □ 体が重く感じる、疲れやすい等はない 

 □ 新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触はない 

 □ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方はいない 

 □ 使用日の前 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必

要とされている国、地域等へ渡航又は当該在住者との濃厚接触はな

い 

 □ マスクを着用しています（競技時スラックラインを乗っていない時 

や会話をする時は着用） 

  ※マスクの種類は不織布マスクまたはサージカルマスクを使用して

ください。 

 □ 大会終了後は清掃及び消毒をします 

□ 健康管理シートを提出している。（協力施設が対象、個人の場合の

は記録のみ提出は不可） 

□ 他の選手及び関係者との距離（できるだけ２ｍ以上）を確保します 

□ 試合中に大きな声で応援等をしません 

□ 会場での飲食は原則禁止です。 

 


