
 
  

マタアイレアポリネシアカルチャープリザベーション（MPCP）より、テファアヌテオリソ
ロコンペティションを引き続きご愛顧いただき、誠にありがとうございます。 新型コロナ
ウイルスの影響により、私たちは初のライブストリームコンペティションの開催発表できる
ことに喜びを感じております。現在のような困難な時期を経験していますが、私たちの目標

は、ポリネシアの人々との強力なパートナーシップを構築し、コミュニティへの文化の意識

を育む一方で、すべての競技者に刺激的な体験を提供することです。 
 

Te Fa’aNōTe ‘Oriは2020年10月17日土曜日にライブストリーミングされます！ 
 
マスター・オブ・セレモニー：BiggJohn Gravieres氏とRoy Lamela氏 
 
日付：登録期限：2020年9月8日 

ビデオ提出期限：2020年9月22日 
 

**締切日は厳格に適用されます** 
 
 

新カテゴリー： 
今回のバーチャルコンテストでは、マスタークラス部門を追加しました。このカテゴリは、
タヒチアンダンスコンテストで総合または1位になった18歳以上のVahineとTaneのダンサー
で構成されます。このカテゴリにはテーマが必要です。最高得点獲得のVahineとTaneはそれ
ぞれ、プレミアスポンサーのAir Tahiti Nuiによる、タヒチへの往復チケットを受け取りま
す。 
 
観客の方にはご自宅でライブストリームより素晴らしい振付ダンス、美しい衣装、タヒチア

ンドラムビートのサウンドを楽しんで、満喫してください。 
 
TE FA’A NO TE ’ORI 2020アワード 
 

● 1位、2位、3位の賞金は、5〜50歳以上の方に授与されます。 
● ジュニア全体のタマロアとタマヒネの証明書と賞金は5〜17歳で授与されます。アド
ヴァンス部門のみ 

● 総合優勝のタネおよびヴァヒネへの証明書と賞金は、18歳以上の部門で授与されま
す。 
 

マスタークラスアワード：最高得点のタネとヴァヒネには、それぞれプレミアスポンサーで
あるAir Tahiti Nui Airlinesにより、タヒチへの往復チケットが送られます。 
（注意：空港のタヒチヌイ空港の税金は当選者が支払うことになります） 



 
 

Te Fa’aNōTe‘Ori 
（The Valley of Dance） 

 
 

 
 

ライブストリームソロダンスコンペティション 
 
日付：2020年10月17日 土曜日 時間：12:00 PM 
 
 
初級および上級部門（予選なし） 

□ 5〜17歳。 
1部門のみ（予選なし） 

□ 18〜50歳以上 
□ マスタークラス（勝者 1 Vahine + 1 Tane） 

 
 
年齢区分： 
 
 
ジュニア部門 
タマヒネ/タマロア/タウ
レアレア 
5-9歳 
10-13歳 
14-17歳 

シニア部門 
ヴァヒネ/タネ 
18-24歳 
25〜34歳 
35〜49歳 
 

ディーバ部門 
ヴァヒネ/タネ 
50歳以上 

 
 
マスタークラス（１部門） 
ヴァヒネ/タネ 
オーバーオール獲得、または一位を獲得したとこのあるダンサー18歳以上 
ソロで参加するダンサーは、各自の部門と年齢のカテゴリ内で参加をしてくださ

い。 
 
ソロ参加登録料　米ドル： 
5〜50歳.............................................................. $ 40 
マスタークラス.................................................... $ 50 

 



ソロの方の登録はすべてオンラインで行われます。 
登録料は返金不可です。 

ソロコンペティションのルールと規則 
ダンサー基準 
 
初心者レベル 

□ タヒチアンダンスコンペティションのファイナル出場や、三位以上を獲得したこ
とがある方は参加不可。 
□ ダンサーは、Pupu Ori（グループディレクター）にメールで初心者ダンサーである
証明を送ってもらう必要があります。 
これはタヒチアンダンスコンペティションにてファイナル出場や上位獲得した事が

ないのを示す確認フォームです。独立ダンサーで参加する場合、タヒチアンダンス

コンペティションにてファイナル出場や上位獲得した事がないのを確認するため

に、自分で署名してください。ディレクターや先生の確認が無い初級ダンサーの申

請は処理されません。 
 
アドバンスレベル 

□ 上記の基準を満たさないダンサーは、経験豊富であると見なされ、年齢区分のア
ドバンスカテゴリーで競争する必要があります。 

 
マスタークラス 

□ この部門に参加するには、過去に総合優勝（オーバーオール）または1位獲得をし
た事がある必要があります。このカテゴリにはテーマが必要です。 

 
賞 

□ 1、2、3位は、初心者部門と上級部門の両方の各カテゴリに贈られます。また総合
優 勝も(4)つ授与します。 5歳から17歳はジュニア全体のタマヒネ、タマロア、タウレ
アレ ア部門、18歳から50歳以上はシニア全体のヴァヒネとタネ部門として区切ります。

総合優勝は、アドバンス部門の1位入賞者からのみ選ばれます。初心者レベル
での総合 優勝はありません。 
 
審査基準 
 
技術分野：ダンスステップの多様性と難易度、伝統的なステップとファアラプ、またはパオ

ティの自信、持久力、知識。最小5つのステップ。 
 
芸術性：コスチューム、ジェスチャー、優雅さやエレガンス、クリエイティビティ、顔と体

の表現、ダンスの楽しさと心地よさ、そしてドラムビートとどのように連動するか。 
 
マスタークラス部門の判断基準：テーマが必要です。 
 
技術性：ダンスのステップの多様性と難易度、自信、持久力と伝統的なステップの知識。 
 
芸術性：コスチューム、ジェスチャー、優雅さやエレガンス、クリエイティビティ、顔と体

の表現、ダンスで表現する安らぎと快適さ、そしてドラムビートとどのように連動するか。



ジャッジはあなたの衣装とルーチンがあなたの選択したテーマとどれほど当てはまり、まと

まりがあるかを見ています。

ドラムビート 

ドラムビートはすべてのダンサーに提供されます。初級、上級、マスタークラスのカテゴリ

ごとにビートは異なります。別のカテゴリーのビートは使用できませんのでご注意くださ

い。指定されたカテゴリのビートを使用しないと、自動的に失格になります。

初心者：1分 
アドバンス：11⁄2分 
マスタークラス：2分 

コスチューム 

タマヒネ / タウレアレア / ヴァヒネ 
□ロールアップパレオ、ヒップや手持ちの装飾品は使用不可。フレッシュ、

ド ライ、人工花・植物素材は使用可。

□パレオはレーヨン、コットンの使用可。シルク、合成繊維は使用不可。
□パレオは横結びで、膝の上から5cm以内でなければなりません。
□ Hei Upo’o（ヘッドピース）の着用必須。

タマロア / タウレアレア / タネ 
□ティヘレ、マロでレーヨンまたはコットンの使用可。ヒップまたは手持ち

の装 飾品は使用不可。フレッシュ、ドライ、人工花・植物素材は使用可。

□チェストピースの使用は可能ですが、肩幅を超えないサイズを使用。
□脚の装飾は、長さは15cm以内で使用可。（基準サイズを超えないでくださ
い）

□ Hei Upo’o（ヘッドピース）の着用必須。

アプリケーション：オンライン登録のみ 

□登録は、WWW.MATAIREA.ORGにてアクセスしてください。
署名されたHold Harmless Agreementのスキャンされたコピー、および署名されたDirector 
Verification Formのスキャンされたコピー（初心者カテゴリに入る人向け）は、アプリケー
ションを有効にするためにオンラインアプリケーションに添付する必要があります。そのた

め、申請プロセスを開始する前に、これらの2つの文書を印刷して完成させ、署名を取得し
てから、書類をスキャンして（または携帯電話で写真を撮って）、スキャンした書類をオン

ラインアプリケーションに添付してください。

□質問や追加情報については、次のアドレスまでメールでお問い合わせくだ
さ い。 yo@tamariimatairea.com 

応募締切日：2020年9月8日 

9月9日までに、名前、番号、カテゴリ、およびビートへのリンクが記載されたメールが届き
ます。次に、届いたメールに自身のビデオのリンクとビートを添付して送信します。

https://www.matairea.org


ビデオ提出期限：2020年9月22日。 
ビデオのアップロード手順は、6ページと7ページにあります。（締切日は厳格に強制されます） 

Te Fa’a Nō Te‘Ori 
(The Valley of Dance) 

DIRECTOR VERIFICATION FORM

ダンサー 5 – 17歳 ビギナー 

ダンサー名 ______________________________________________________  

年齢:_______ 生年月日:___________________________________________  

所属グループ名 _________________________________________ 

ダンス経歴 _____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

上記のダンサーがタヒチアンダンスコンペティションのファイナル出場や、三位以上を獲得

したしたことがないため、「初心者部門」に配置する必要があります。

所属グループ名 ___________________________________________________ 

グループ代表氏名: ___________________________________________________  

グループ代表メールアドレス; _________________________________________________ 

グループ代表署名:_____________________________ 日付:_______ 



 

 

Te Fa’a Nō Te ‘Ori 

HOLD HARMLESS AGREEMENT 

(Must have Solo Application & Beginner Soloist Director Verification Form attached to be valid) 

Each participant/vendor/organization shall hold harmless and indemnify Mata’irea Polynesian Culture 

Preservation (MPCP), Tamari’i Mata’irea Polynesian dance group, MPCP organizing committee, its 

board, officers, volunteers, Play Back Memories Productions,   and YouTube from all liability, claim or 

demand which liability, claim or demand may be made by reason of: 

   
Any injury to persons or property sustained by any person during the taping of submitted videos, firm or 

corporation caused by any act, negligence, default or omission of the participating organization or any 

person, firm or corporation directly or indirectly engaged by it upon or in connection with the event, 

whether the injury while filming videos to be submitted.  

 
The furnishing of use of any copyrighted or non-copyrighted composition, secret process, 

Patented, or non-patented invention, article, or appliance during the event. 

 
The participating organizations at its own cost, expense and risk shall defend all legal 

Proceedings that maybe brought against the committee, its board, officers and volunteers on 

any such liability, claim or demand and satisfy any of them whether or not the liability, claim or demand 

was actually or allegedly caused wholly or in part through the negligence or other implying conducts of 

any of them. 

 
The participating organizations or individuals participants agree to allow Mata’irea Polynesian Culture 

Preservation, Tamari’i Mata’irea, and the Te Fa’a Nō Te ‘Ori to use their image(s) or likeness for 

advertising purposes, and allows Mata’irea Polynesian Culture Preservation (MPCP)/Tamari’i Matairea 

to videotape and photograph of their performance for the Virtual Te Fa’a No Te ‘Ori 2020 virtual 

competition, or for their archives, and use on  the Te Fa’a Nō Te ‘Ori website, YouTube, and all other 

related media. By registering for this event, and signing this hold harmless agreement for this 

livestream event, to be shown on Te Fa’a No Te ‘Ori’s Social media and website, you agree with all 

policies stated in this hold harmless agreement, and are held accountable to abiding by all rules set forth 

within the completion rules and virtual competition. 

 

(Individual Name/Organization/Pupu ‘Ori) 

 

 

  /_   

(Contact Name/Ra’atira Pupu ‘Ori) (Email Address) 

 

  /   

(Signature) if Under 18 parent signature required (Date) 

 

 

Participants Date of Birth    

 

 

 



ビデオ提出ガイドライン： 
ビデオ提出手順をすべて読み、従ってください。

ビデオ提出期限：2020年9月22日 
（締切日は厳格に強制されます）

動画撮影は、カメラ、スマートフォン、またはタブレットで、背面カメラのレンズのみを使

用して記録されます（正面（フロントカメラ）は不可）横向きモードでmp4形式、HD 
720dpiで記録する必要があります。 

ダンサーがはっきり見えるように、背景物を最小限にしてください。

審査員がダンサーの全身、頭からつま先まで常に見えるようにしてください。

ダンサーを除いて、ビデオに他人が映ったり聞こえたりしてはいけません。

審査員があなたの踊りをはっきりと見ることができるように、正面からビデオを録画してく

ださい。

ソロの番号やビートを切り替えることはできません。これらはあなたに割り当てられます。

動画を編集したり、グラフィック、フィルター、イントロや退室を含めることはできませ

ん。

グループ名やバナーを動画に表示することはできません。

音楽を開始する前に4〜6秒の停止時間、音楽が停止してから録音を終了するまでに4〜6秒間
待ってください。

ビデオは審査員に提出される前に審査されます。明確でない動画は使用されず、参加者に通

知されます。再提出が必要な場合に備えて、ビデオ提出期間前にビデオを送信することをお

勧めします。

重要：音楽音源を、ソロを録音するデバイスの近くに置いてください。

動画撮影の例：

垂直撮影なし 水平/横 



参加登録+ビデオ提出のための4つの手順： 

ステップ1： 
● www.Matairea.orgにアクセスして、オンラインでソロアプリケーションを提出。

ステップ2： 
● 申請が処理されると、9月9日までに、ソロビートが添付されたメールが送信されま
す。ステップ3に進む前に、このメールを受信する必要があります。

ステップ3： 
● まだ持っていない場合は、YouTubeアカウントを作成します。
● YouTubeアカウントにサインインします。
● [マイビデオ]に移動します。
● 限定公開の動画にしたい動画を選択します。 [編集]ボタンをクリックして、ビデオ
の設定にアクセスします。

● ページの[プライバシー]設定に移動します。そこで、動画を「限定公開」、「公
開」、または「非公開」としてマークするオプションが表示されます。限定公開を
選択します。

● 動画に名前を付けてください：TFNTO 2020
● [変更を保存]ボタンをクリックすることを忘れないでください。これを完了すると、
あなたの動画は限定公開の動画になります。

ステップ4： 
動画を限定公開動画としてYouTubeに正常にアップロードしたら、動画リンクをコピーし
て、ビートを受信したのと同じメールに返信することで送信できます。

http://www.matairea.org/



