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「第2回フラメンコWebフェスティバル」
開催決定!!
「第2回フラメンコWebフェスティバル」
の開催が決定しました！
2021年2月1日から参加申し込みと動画作品エントリーをスタート。
今回は、その詳細
（9 ／ 28現在）
と
「Webフェスティバル」
の経緯と展望をお伝えします!
第1回優勝 荒濱早絵動画より
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「第２回フラメンコ Webフェスティバル」開催要項
■第２回フラメンコWebフェスティバルとは

フラメンコをテーマにした動画をWebに一般公開し、全て
の視聴者の投票で成果を競うコンテストです。
作品のテーマは自由ですが「フラメンコの要素（フラメンコ
のリズムやテクニック）」が動画内にあり、未発表の動画であ
れば、どんな動画でもOK。スマホ一発取りの動画でも、編集
をいっぱいされた動画でも、過去に撮った自信作の動画でも、
参加・エントリー可能です。
フラメンコを知らない人にフラメンコの素晴らしさを知っ
てもらう。フラメンコを生業としている人に元気になっても
らう。受賞者にはプロフィールの経歴に自信をもって記載し
ていただける。日本のフラメンコ界がもっと元気になっても
らえるよう、全てボランティア運営にて開催するフェスティ
バルです。

■募集要項
◎参加費
無料

◎募集定員
50組（先着順。ただし申し込み期間最終日の同日同時間エ
ントリーの場合はオーバーも認める）
◎参加申し込み方法
『Flamenco2030』

サイト内専用エントリーフォームからお
申し込みください。
◎期間（2021年開催）
・参加申し込み期間：2 ／ 1（月） 〜 3 ／ 14（日）
・作品提出期間
：2 ／ 1（月） 〜 3 ／ 31（水）
・投票期間
：4 ／ 11（日）〜 4 ／ 30（金）
・結果発表
：5 ／ 15（土）
◎参加資格
・開催主旨に賛同してくださる方。
・日本国籍の方（海外にお住まいの日本人も参加可能）
、もし
くは日本でフラメンコ学んだ経験のある日本語話者の外国
籍の方。
・年齢不問。
◎動画内容
・動画内にフラメンコの要素（フラメンコのリズムやテクニッ
ク）があり、未発表の動画であることが必須。
・編 集、照明、群舞、ライブ動画、プロモーション動画、過
去に撮影した自信作動画、すべてOK。
◎動画の制限時間
３分以内の動画でお願いします。

※募集定員の50組の場合でも全部観て2時間半。視聴者側に負担のか
からない制限時間にしたいと思います。

★裾野拡大貢献評価
・フラメンコを知らない人がその作品をみた時に、フラメン
コに興味を持ってもらえそう、フラメンコをやってみたい
と思ってもらえそうな作品に投票お願いします。
※１つの作品に投票ができます。

★エンターテイメント評価
「面白い！」

とか、
「フリフリの衣装着て踊ってて可愛い！」
とか、
「この人アツイ！」など、楽しい！と感じた作品に投
票お願いします。
※１つの作品に投票ができます。

■審査と賞について

・
『第２回フラメンコWebフェスティバル』の授賞は、オール
視聴者投票によって決定し顕彰し、各賞には賞状を提供い
たします。
・また、協賛各社（最低10社以上を目標に現在依頼中です）か
ら自社を冠する賞を提供し、それぞれの賞品を受賞者に後
日直送いたします。※商品の海外発送はできません。
・授賞の結果は、本サイトおよび月刊パセオフラメンコ誌面
で大きくご紹介いたします。
◎審査について
・審査は、視聴者の投票で行います。主催者側に審査員は設
けません。
◎賞の種類 ／ 賞の種類は６つです。
・最優秀賞…総合評価で一番得票数が多い作品
・優秀賞…次の3作品
・入賞…次の5作品
・裾野拡大貢献賞…裾野拡大貢献評価で一番得票数が多い作
品
・エンターテイメント賞…エンターテイメント評価で一番得
票数が多い作品
・スポンサー賞…上記の賞とは別枠で、協賛各社それぞれの
選考によって、各社1名ずつスポンサー賞を授賞いたしま
す。
◎審査発表
当サイトと月刊パセオフラメンコ最新号で発表します。
◎運営事務局の連絡先：flamenco2030@gmail.com
◎詳細は
『Flamenco2030』
サイトへ ／
https://flamenco2030.com/
★基本すべてボランティア運営とし、収支報告も後日公表いたします。
主催／フラメンコWebフェスティバル実行委員会 実行委員長：佐藤浩
希、三枝雄輔 運営本部：パセオ編集部
協賛各社／（最低10社以上を目標に現在依頼中です）

■視聴・投票方法

◎投票特設サイト
すべてのエントリーされた動画は、投票特設サイトで発表
し、視聴者はすべての作品をその時点からご覧になること
が出来ます。
◎投票方法
・投票特設サイトにて動画をご覧いただき、投票フォームか
ら投票いただけます。
・投票は、お一人につき１回できます。
・一人での複数の投票を防ぐために、投票用のアカウント登
録をいただきます。（詳細はサイトをご覧ください）
・イベントの主旨をご理解の上、一人での複数票や、組織票
等はどうかお控えください。
◎３つの投票方法について
・投票は、「総合評価」と「裾野拡大貢献評価」と「エンターテイ
メント評価」の３つの投票をお願いします。動画のエントリ
ーナンバーで投票いただきます。
・バ イレ、カンテ、ギターなどの楽器、子供、群舞、ライブ
など、部門・カテゴリーは設けません。
★総合評価
・フラメンコの演技、テクニック、パフォーマンスとして感
動した作品に投票お願いします。
※最大５作品に投票ができますが、ひとり推しの投票はお控えいただ
き、全作品を見ていただき、なるべく５作品を選んでいただけます
ようお願いします。

第2回フライヤー
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