
              第１７回 Worldあぽろん 

① エントリーシート ①②③は必ず「コピー」して保存の事。      NO.    ※記入しないでください。  

●チーム名

ふ り が な 必 須

 
       

●参加回数 

１．初出場 

２．    回目 

●ホームページ              ※ 

 名称                             

●ブログ          

 名称                          

●フェイスブック 

 名称                                      

●ツイッター   

 名称                                    

●インスタグラム                      

 名称                      

●筆頭責任者 

※あぽろんの為の担当者

ではありません。 

●名前   ふりがな 

 

携帯ｱﾄﾞﾚｽ                     

●出演人数   ：合計   名 

●出演参加協力費：合計   円 

●住所    
〒   －   

●FAX番号       ●FAX先が代理の場合は 

代理者名          ＦＡＸ             
① 筆頭責任者の連絡先 /携帯番号                                            

② 担当者名           携帯番号                         

★各シートは必ずコピーし、必ず保存ください。     ★電話やメール、ＳＮＳのＤＭなどでの質問の対応は一切致しません。                                                                            

★「振込み先・口座番号」説明会内容、他、お答え致しかねます。  ★全ての問合せ FAX06-6615-5021のみとなります。               ※減点!                                      

 

-振込先-   

三井住友銀行「大阪ビジネスパーク出張所」 

普通預金「0539271」World
ワールド

あぽろん
ア ポ ロ ン

実行
ジッコウ

委員会
イインカイ

 

●ご入金の確認ができない場合取り消しとなります。  ●「振込み明細表」は必ず保管のこと。 

●納金されました出演協力費は返金致しません。 止むなく延期・中止>の場合、返金は致しません。 

●お振込みは１月１５日までにお願いします。  ●個人の名前で振り込みは絶対禁止!! 

事務局 

〒559-0034                  

大阪市住之江区南港北 2-1-10/ ITM棟 12F 

ATC：アジア太平洋ﾄﾚｰﾄﾞｾﾝﾀｰ㈱内 

【World あぽろん】係り 

ＦＡＸ06-6615-5021 

 



              第１７回 Worldあぽろん 

②構成シート                                  NO.    

・チーム名
ふ り が な

 
 

本番含め、詳しく内容を説明できる人 

・名前      ・携帯        

・ジャンル 

○で囲む 

 

 

 

 ・上演時間 

(  )分(  )秒 
入り→挨拶＆アピール→御礼→

はけ→全て込み５分以内厳守!! 

超過の場合は「消音」します。 

・構成/機材 1.板付    2. 舞台袖待ち 

ハンドマイク(   )本/スタンドマイク(    )本 

・持込み小道具 

横断幕・大旗・他・ (                ) 

 

・音出しのタイミング

をわかりやすく書いて

ください。 

 

 

 

-13- 



             第 17回 Worldあぽろん               NO.    

③アピールシート   ◆必ず記入又は○で囲んでください。   ※注意/このシートは審査員へこの「原本」のまま提出 

・チーム名 
ふりがな                              

 

◎本番日に緊急や要件時に必ず連絡の取れる人       

お名前      携帯 

   府県  市；出演人数   名    

1.初出場です。 2.(      )回目出場です。 

・ジャンル 
 

 

 
 

●振付   1.新振付   2.前回同様 

●振付担当 1.チーム内  2.チーム外 

●衣装    1.新衣装   2.前回同様 

●樂曲   1.今回初めて 2.前回同様  

      1.オリジナル 2.市般曲 

●1.オープニング参加  2.総踊り参加 

●パレードに参加 /１．Ｙes  2. Ｎo     

 

・チーム構成 
1. 一般チーム    2.企業＆団体チーム   3.大学生チーム    4.高校生チーム      

5.中学生チーム  6.小学生チム   7.幼稚園生～以下チーム    8.混合チーム/一般＆大学生(    名)

高校生(   名)中学生(   名)小学生(   名)幼稚園生以下(   名)参考までに最高年齢（  歳）最年少（  歳） 

・旗 ・寸法;   ・旗士名;      ・ ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞ：YES ＆ NO ・ｱﾄﾗｸｼｮﾝ/審査対象;Yes ＆ No  

・コメント 

↓記入しないでください。 

「総合司会者」がこのコメントを読み上げます。簡単に何でも書いてください。マイクでの自前宣伝や時間ｵｰﾊﾞｰ,重複に注意!  ※得点に反映されます。 

1.2.3.4.5. 
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            第１７回 Worldあぽろん特別参加「旗士隊」 

① エントリーシート                        NO.    ※記入しないでください。  

●チーム名

ふ り が な 必 須

 
       

●参加回数 

１．初出場 

２．    回目 

●ホームページ              ※ 

 名称                             

●ブログ          

 名称                              

●フェイスブック 

 名称                                      

●ツイッター   

 名称                                    

●インスタグラム                      

 名称                      

●旗士隊 

※複数の場合も名前を 

記入のこと。 

●名前
ふりがな

    

 

                 

●出演人数１名  又は  名 

●特別参加協力費     円 

●住所    
〒   －   

●FAX番号       ●FAX先が代理の場合は 

代理者名          ＦＡＸ             
① 携帯番号                                            

② 携帯ｱﾄﾞﾚｽ                        

★各シートは必ずコピーし、必ず保存ください。       ★電話やメール、ＳＮＳのＤＭへの質問の対応は一切 致しません。                                                                                      

★「振込み先・口座番号」明問会内容、他、お答え致しかねます。   ★全ての問合せ FAX06-6615-5021のみとなります。               ※減点!                                   

 

-振込先-   

三井住友銀行「大阪ビジネスパーク出張所」 

普通預金「0539271」World
ワールド

あぽろん
ア ポ ロ ン

実行
ジッコウ

委員会
イインカイ

 

●ご入金の確認ができない場合取り消しとなります。  ●「振込み明細表」は必ず保管のこと。 

●納金されました出演協力費は返金致しません。 止むなく延期・中止の場合、返金は致しません。 

●お振込みは１月１５日までにお願いします。  

●必ず頭に「キシタイ」と入れてから「名前」を入力ください。  チーム名は必要ありません。 

事務局 

〒559-0034                  

大阪市住之江区南港北 2-1-10/ ITM棟 12F 

ATC：アジア太平洋ﾄﾚｰﾄﾞｾﾝﾀｰ㈱内 

【World あぽろん】係り 

ＦＡＸ06-6615-5021 

 



            第１７回 Worldあぽろん特別参加旗士隊 

②構成シート ★印の列のみ記入ください。                NO.    

★チーム名
ふ り が な

 
 

本番含め、詳しく内容を説明できる人 

・名前      ・携帯        

・ジャンル 

○で囲む 

 

 

 

 ・上演時間 

(  )分(  )秒 
入り→挨拶＆アピール→御礼→

はけ→全て込み５分以内厳守!! 

超過の場合は「消音」します。 

・構成/機材 1.板付    2. 舞台袖待ち 

ハンドマイク(   )本/スタンドマイク(    )本 

・持込み小道具 

横断幕・大旗・他・ (                ) 

 

・音出しのタイミング

をわかりやすく書いて

ください。 
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         第 1７回 Worldあぽろん特別参加「旗士隊」         NO.   

③アピールシート ★印の列のみ記入ください。          ◆このシートは審査員へこの「原本」のまま提出します。 

★チーム名 
ふりがな                              

 

◎本番日に緊急や要件時に必ず連絡の取れる人       

★旗士名        携帯 

   府県  市；出演人数   名    

1.初出場です。2.(      )回目出場です。 

・ジャンル 
 

 

 
 

●振付   1.新振付   2.前回同様 

●振付担当 1.チーム内  2.チーム外 

●衣装    1.新衣装   2.前回同様 

●樂曲   1.今回初めて 2.前回同様 

      1.市販曲  2.オリジナル 

●1.オープニング参加  2.総踊り参加 

 

・チーム構成 1.一般チーム 2.企業＆団体チーム 3.大学生チーム 4.高校生チーム 5.中学生チーム 

6.小学生チーム 7.幼稚園チーム 8.混合チーム/一般・大学・高校・中学・小学・幼稚園以下 

★旗 寸法：       旗士名：        → オープニング： 1.出る  2.出ない 

★コメン

ト 

↓記入しないでください。 

「総合司会者」がこのコメントを読み上げます。面白い事、目指してる事、何でも書いてください。マイクでの自前宣伝や時間ｵｰﾊﾞｰ,重複に注意! 

1.2.3.4.5. 
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