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第四回 オリ・タヒチ・ヌイ・ソロ・コンペティション - 2015 
 於：ル メリディアン タヒチ 

 
 
 第四回 オリ・タヒチ・ヌイ・ソロ・コンペティション大会規定 
 
オリ・タヒチ・ヌイ・ソロ・コンペティション - 2015は、2015年11月28日土曜日（「小人=タマ」部門）
及び2015年11月29日日曜日（「大人=アリオイ」部門）、個人ダンサーの参加により以下の部門で競技が
行われる。 
 
1.0 競技部門・年齢区分（参加カテゴリー） 
「小人」（タマ）部門 ＝少年（タマロア）、少女（タマヒネ） 
アイウ  'Aiu  6～8 歳 
タマ Tama  9～11 歳 
タウレア Taure'a 12～15 歳 
 
「大人」（アリオイ）部門＝男性（タネ）、女性（ヴァヒネ） 
トア To'a  16～21 歳 
アイト'Aito  22～27 歳 
ヒヴァ Hiva  28～35 歳 
フェティア Feti'a 36～45 歳 

 
2.0 コンペティション参加費 

1競技者につき2,500パシフィック・フランとする。 
 
3.0  コンペティション参加申込手続き（タヒチ島居住者の手続き） 
  参加申込の期限は2015年11月15日とする。参加申込書は参加費（1競技者につき2,500パシフィッ
ク・フラン）とともに2015年11月15日以前に受理されねばならない。 
注：参加者に関わる芸術監督による代理参加申込の場合、成人の参加希望者の場合は本人が、未成年
の参加希望者の場合は親権者が記入したものでなければならない。 

 
3.1 コンペティション参加申込手続き（海外居住者の手続き） 

参加申込期限は2015年11月15日とする。参加申込書をオリ・タヒチ・ヌイあてにEメールにて送付
し、参加が認められた場合、参加承認メールが返信される。 
［オリ・タヒチ・ヌイTo: rika-ori@live.jp, Cc: tumata.robinson@mail.pf ］注：宛先2件必須のこと 
通常参加費は1競技者につき2,500パシフィック・フランとする。競技者はEメールにて事前に送付し
た参加申込書を印刷し、大会当日競技者受付へ参加費、身分証明書とともに持参する。 
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4.0 「小人」（タマ）部門の競技者登録受付 
「小人」（タマ）部門の競技者登録受付は11月28日午前7時00分にスタートする。すべての競技者は
午後8時30分までに参加受付を済ませ、競技者番号を受け取る。この競技者番号は楽屋と舞台袖への
通行パスを兼ねる。競技は午前9時00分にスタートする。 
参加者に関わる芸術監督あるいは親権者は、参加者本人に代わり、参加者の参加証明書を提示の上、
受付を済ませ、参加番号を受け取ることができる。 

 
4.1「大人」（アリオイ）部門の競技者登録受付 

「大人」（アリオイ）部門の競技者登録受付は11月29日午前7時00分にスタートする。すべての競技
者は午前8時30分までに参加受付を済ませ、競技者番号を受け取る。この競技者番号は楽屋と舞台袖
への通行パスを兼ねる。競技は午前9時00分にスタートする。 
参加者に関わる芸術監督あるいは親権者は、参加者本人に代わり、参加者の参加証明書を提示の上、
受付を済ませ、参加番号を受け取ることができる。 

 
5.0 競技開催規定 

それぞれの競技カテゴリーで、最低3人以上の競技者を要するものとする。  
競技者が3名の競技カテゴリーはもれなく準決勝及び決勝を行う。 

 
5.1 予選、準決勝及び決勝は1組につき3人から4人の競技者で行われる。競技カテゴリーごとに、参加者
の約半数が準決勝に進むものとする。準決勝の後は、それぞれのカテゴリーで上位の3名、4名、また
は6名、8名が決勝に進出する。決勝では得点により順位が決定する。 

 
5.2 「小人」（タマ）部門におけるすべての演技終了後、結果発表および授賞式が行われる。 
 
5.3 「大人」（アリオイ）部門におけるすべての演技終了後、結果発表および授賞式が行われる。 
 
5.4 「大人」（アリオイ）部門のトア、アイト、ヒヴァ、フェティアのカテゴリーの受賞者は、オリ・タ
ヒチ・ヌイ・ソロ・コンペティション - 2015大賞（グランプリ）の選考に参加する。 
大賞（グランプリ）の選考は 11 月 29 日日曜日のディナーショーにおいて行われる。 

 
6.0 競技で使用する音楽 

大会本部により競技で使用する伝統的な打楽器の曲、ペヘが複数用意される。曲の時間は、「小人」（タ
マ）部門では約1分30秒、「大人」（アリオイ）部門では約2分である。 

 
6.1  予選では音楽は事前に録音されたものが流される。決勝とグランプリ選出では、オリ・タヒチ・ヌイ・
ソロ・コンペティションのミュージシャンによりライブ演奏が行われる。 
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7.0 競技の衣裳 
 
7.1 競技での飾りの要素は以下のものとなる。 

オリ・タヒチ・ヌイ・ソロ・コンペティションでのアクセサリーは、すべて「生の」植物を材料とし
たもの（葉、果実、花）とする。 
頭の飾りは必須である。（冠、刺し飾り、帽子、ピンでまとめた各種ブーケ、耳から耳へあるいはそ
の一部をカバーする飾り、シニョンあるいはポニーテールなど） 
頭飾りと揃いの首の飾りを奨励する。首飾りの輪の長さは、先がへその位置より上にあること。 
頭飾りと揃いの足首の飾り、手首の飾り、腕の飾りは許可される。 
ベルト、膝より上への飾り、脚が隠れる飾りは厳禁とする。 

 
7.2 女性ダンサーの衣裳 

女性ダンサーの衣裳は、コットンの素材の無地のパレオ（パレウ）と、共布のタペアティティ（ブラ
ジャー）で構成される。 
タペアティティは、生の植物、およびココナツで構成されていてもよい。 
パレオは縁をかがった布で、腰の位置で結ぶだけとする。腰ベルトは不可。丈は膝丈。留めリングは
禁止。また、パレオをロールアップで結ぶことも禁止とする。 

 
7.3 男性ダンサーの衣裳 

 男性ダンサーの衣裳は、コットンの素材の無地の布によるパレオ（パレウ）にてタアムティヘレとす
る。マロ（ベルト）は禁止。 

 
7.4  衣裳の一部が落ちた場合は減点とする。 
 
8.0 競技審査員 

競技審査員団は、4名から6名のオリタヒチの権威で構成される。審査員はそれぞれ1票の投票権をも
ち、同点の場合は審査委員長に2票の投票権が与えられる。審査員団は絶対であり、その決定が最終の
ものとなる。競技審査員は競技者の振付け、衣裳、技術、リズムとの調和、および芸術的表現の質を
採点する。 

 
9.0 競技罰則 

全ての参加者は、競技規則を把握、尊重することが求められる。 
競技規則のさまざまな基準を満たさない要素は、ひとつにつき最終得点より10ポイントが減点される。 

 
10.0 スポーツマンシップに反する振る舞い 

競技においてスポーツマンシップに反する振る舞いをした競技者は、ただちに失格となる。 
競技結果の発表の際にスポーツマンシップに反する振る舞いがあった場合、その競技者は、今後のオ
リ・タヒチ・ヌイ・コンペティション - に出場する資格を失う。 
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11.0 表彰と賞金 
「小人」（タマ）部門 の各年齢別カテゴリーの表彰： 
1位=メダル及び賞金15,000パシフィックフラン授与 
2位=メダル授与 
3位=メダル授与 
 
「大人」（アリオイ）部門の各年齢別カテゴリーの表彰： 
1位=証書及びエアタヒチヌイ航空券1名分の授与 
2位=証書および賞品授与 
3位=証書および賞品授与 
 
オリ・タヒチ・ヌイ・ソロ・コンペティション - 2015 大賞（グランプリ）の表彰： 
アリオイ・ヴァヒネ大賞=トロフィー及び賞金 50,000 パシフィックフラン授与 
アリオイ・タネ大賞=トロフィー及び賞金 50,000 パシフィックフラン授与 
 
最優秀コスチューム賞の表彰： 
タマヒネ：1位=賞金 10,000 パシフィックフラン／2位および３位=賞金 5,000 パシフィックフラン 
タマロア：1位=賞金 5,000 パシフィックフラン 
アリオイ・ヴァヒネ：1位=賞金 10,000 パシフィックフラン／2位および３位=賞金 5,000 パシフィ 
ックフラン 
アリオイ・タネ：1位=賞金 5,000 パシフィックフラン 
 


