全日本ネイリスト選手権2022 オンライン地区大会
募集要項
競技種目・募集人員（全日程共通）
プロフェッショナル部門

※本年大会のプロフェッショナル部門は、
モデルへの施術による競技となります。

【競技種目】
P1：ネイルケア（フレンチカラーリング） ／ 120名
モデルの両手（10本）にネイルケア、フレンチカラーリングを施す。

P2：フレンチスカルプチュア ／ 120名
モデルの両手（10本）にフレンチスカルプチュアを施す。
※P1、P2出場は、次回以降の認定講師資格試験における受験資格の対象となります。
【出場資格】 フリー。ただし世界ネイリスト選手権チャンピオン、全日本ネイリスト選手権プロ
フェッショナル部門グランドチャンピオン受賞歴がある方（オンラインを除く）、地区大会で
「TOKYO NAIL EXPO」に招待実績がある方は出場できません。

ジュニア・スチューデント部門
【競技種目】
JS1：カラーリング ／ 120名
トレーニングハンドの片手（チップ5枚装着）をラウンドにファイリングをし、カラーポリッシを塗
布する。カラーは赤。（JNEC2022年春夏期検定試験2級の指定色に準じる）
JS2：ナチュラルスカルプチュア ／ 120名
トレーニングハンドの片手（チップ5枚装着）にナチュラルスカルプチュアを施す。
【出場資格】 申込時にネイル専門学科、理美容ネイル学科、理美容ネイル専攻学科の在校生である
こと。（ネイルスクール、理美容学校問わず、ネイルを学んでいる方）ただし、全日本ネイリスト選
手権ジュニア部門グランドチャンピオン受賞歴がある方（オンラインを除く）、地区大会で「TOKYO
NAIL EXPO」に招待実績がある方、またネイルサロンやネイルスクールでの勤務経験がある方は出場
できません。
全種目において、出場資格を有していないことが分かった場合、出場成績は取消となります。
大会終了後に、出場成績の取消、順位変更となる事例が発生しております。
申込前に必ず出場資格をご確認いただき、ご不明な場合はJNA事務局までお問合せください。

＜出場料＞
プロフェッショナル部門
1種目あたり 6,600円（会員

4,950円）

ジュニア・スチューデント部門
1種目あたり 4,400円（会員 2,750円）

＜表彰＞

※会員料金が適用されるのは申込時点において
JNA個人正会員、個人一般会員である方と、JNA
認定校在校生・在勤者、JNA認定ネイルサロン在
勤者に限ります。
出場申込と同時に入会手続きをすることはできま
せんのでご注意ください。

種目別
総 合

第1位～第10位：ディプロマ、副賞
グランドチャンピオン：JNAメダル、「TOKYO NAIL EXPO 2022 全日本ネイリスト選手権」
出場招待およびファイナル審査進出シード権（2頁参照）、副賞
第2位～第3位：JNAメダル、副賞
※総合…2種目（P1およびP2、JS1およびJS2）の合計点で決定
出場人数によっては、競技実施の有無、表彰内容が変更になる場合があります。
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競技スケジュール②
※競技の流れ
日程・申込区分
■申込は当日の出欠に関わらず、1人につき1回のみです。複数の日程への申込はできません。
■申込区分は『東日本地区』と『西日本地区』の2区分です。
（地区別都道府県は下図の通り、在住もしくは在勤であること）
第1回 西日本地区大会 4月2日（土）

第3回 西日本地区大会 6月11日（土）

申込期間：2/14（月）～ 2/25（金）

申込期間：4/25（月）～ 5/6（金）

第1回 東日本地区大会 4月30日（土）

第3回 東日本地区大会 6月25日（土）

申込期間：3/14（月）～ 3/25（金）

申込期間：5/9（月）～ 5/20（金）

第2回 西日本地区大会 5月14日（土）

申込期間：3/28（月）～ 4/8（金）

第2回 東日本地区大会 5月28日（土）
申込期間：4/11（月）～ 4/22（金）

※申込期間は全て10：00開始、17：00締切

審査・表彰式
＜審査＞
申込人数の多い種目のみ、審査の公平性を目的にノミネート審査－ファイナル審査の2段階審査を行います。
ノミネート審査での得点上位作品を選出し、ファイナル審査では審査員全員が選出作品を全て審査し、最
終順位を決定します。
申込人数によって2段階審査の実施有無が決まりますので、事前に送付される「出場のご案内」にて競技ス
ケジュールをご確認ください。
●担当審査員
第1回 東日本地区大会：北海道地区JNA認定講師
第1回 西日本地区大会：中部地区JNA認定講師
第2回 東日本地区大会：東北地区JNA認定講師
第2回 西日本地区大会：関西地区JNA認定講師
第3回 東日本地区大会：関東地区JNA認定講師
第3回 西日本地区大会：中国四国・九州沖縄地区
JNA認定講師
＜表彰式＞
大会当日、オンラインにて表彰式（競技スケジュール参照）を行い、上位入賞者を発表いたします。
総合グランドチャンピオンの「TOKYO NAIL EXPO 2022 全日本ネイリスト選手権」出場ご招待について
・出場料免除、選手・モデルの方（同伴の場合）の交通宿泊費支給［1泊2日分・別途規定あり］
・出場料免除となるのは、P1、P2、J1、J2、S1のみとなります。それ以外の種目へ出場を希望する場合は、各自で申込
手続を行ってください。
・招待種目に出場しない場合は、交通宿泊費の支給、シード権の付与はありません。
・競技中に失格・減点該当行為があった場合、シード権はなくなり、失格扱い、または通常審査の対象となります。
・「TOKYO NAIL EXPO 2022 全日本ネイリスト選手権」の実施方法により、招待内容が変更になる場合があります。
2

競技スケジュール①
TIME

10:00

競技
P1 入室開始
9：50～10：10（20分）

TIME

10:00

事前審査・競技説明 10：10～10：20（10分）

10:30

11:00

11:30

P1 ネイルケア
（フレンチカラーリング）
競技 10：20～11：21（61分）
ネイルケア：30分
インターバル：1分
カラーリング：30分
P1 画像アップロード
11：21～11：36（15分）

12:00

事前審査・競技説明 10：10～10：20（10分）

10:30

11:00

事前審査・競技説明 12：50～13：00（10分）

JS2 入室開始
12：30～12：50（20分）
13:00

事前審査・競技説明 12：50～13：00（10分）

13:30

P2 フレンチスカルプチュア
競技 13：00～15：00（120分）

14:30

15:30

JS1 画像アップロード
10：50～11：05（15分）

12:30

13:30

15:00

JS1 カラーリング
競技 10：20～10：50（30分）

11:30

P2 入室開始
12：30～12：50（20分）

14:00

JS1 入室開始
9：50～10：10（20分）

12:00

12:30

13:00

競技

JS2 ナチュラルスカルプチュア
競技 13：00～14：30（90分）
14:00

14:30

P2 画像アップロード
15：00～15：15（15分）

JS2 画像アップロード
13：30～13：45（15分）

15:00

表彰式は17：30～
15:30

※ノミネート～ファイナル審査を行う場合のスケジュール例です。申込人数によりファイナル審査の実
施有無が決まりますので、事前にお送りする「出場のご案内」で日程ごとのスケジュールをご確認くだ
さい。（表彰式の時間もファイナル審査の実施有無によって異なります。）
※ノミネート審査を実施した場合、ファイナル審査進出者の途中発表は行いませんのであらかじめご了
承ください。結果は全て表彰式、またはJNAホームページにて発表いたします。
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競技スケジュール② ※競技の流れ
ご希望の日程の申込期間内に申込手続きを行ってください。
申込サイトURL

申込

＜ https://www.ks-entry.net/chiku2022

＞

申込完了メールが届きますので必ずご確認をお願いいたします。メールが届かない場合は、
8ページの申込受付センターまでお問合せください。申込完了メールは「出場のご案内」
が届くまで大切に保管してください。

▼
各日程の１週間前頃に、「出場のご案内」を郵送します。競技出場に必要なエントリー番

「出場のご案内」
郵送

号シールや作品画像規定、画像アップロードサイト等についてのご案内となりますので、
届いたらすぐに内容物をご確認ください。

▼
各日程ごとに事前に画像アップロードのテストサイトをオープンします。当日スムーズに

テストサイト
オープン

画像のアップロードができるように、事前にサイトの動作確認をお願いします。（初めて

の方は、特に事前の確認をお願いします。）日時等の詳細は「出場のご案内」にてご確認
ください。

▼
Zoom情報
メール配信

各日程の２日前（木曜日）18時までに、競技当日のZoomログイン情報をメールにてお送
りします。ログイン情報は種目ごとに異なります。メールが届かない場合は、金曜日の17
時までにJNA事務局にお問合せください。

▼
大会当日
入室開始

入室時間になりましたら、各自Zoomへのログインをお願いします。接続ができない等の
トラブルを防ぐため、事前審査の開始5分前には接続が済んでいる状態でお待ちください。

▼
事前審査の時間内に、エントリー番号シール（「出場のご案内」に同封）をモデル、ト

事前審査

レーニングハンドの指定の位置に貼り付けてください。貼り付ける位置は、運営スタッフ
よりご案内しますので、事前にご自身で貼ることのないようにご注意ください。

▼
Zoom画面に手元を映しながら競技を行ってください。競技中は施術をしている手元が画

競技開始

面から消えないようにご注意ください。特にスマートフォンでの参加を予定されている方
は、長時間の使用で充電が切れる、充電しながらの使用で高温になり自動で電源が落ちる

等のトラブルには十分気を付けてください。

▼
競技終了後に運営スタッフより、再度エントリー番号シールについての説明を行います。

競技終了

説明が終わり次第、各自Zoomから退出をしてください。

▼
画像アップロード

作品画像を撮影し、画像アップロードサイトにて規定の作品画像のアップロードをしてく

ださい。
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競技規定
■全種目共通 競技規定
①衛生的に施術できる場所でテーブルセッティングを行い、手指消毒から始めること。
②競技終了後に作品に手を加えた場合は失格。
③事前審査・競技説明開始時間までに指定のZoomに接続していない場合は失格。
④事前審査・競技説明時間に必ずエントリーナンバーシールを貼ること。（エントリーナンバーシールは各日程
の1週間前頃にJNA事務局より送付予定）
⑤競技中にZoom画面からフレームアウトすることは禁止。（回線が切れたり、画面から消えたりしないこと）
⑥作品画像は「JPG」形式で1枚当たりのサイズは3MB以内とする。提出する画像規定の詳細は後日配信予定の
「出場のご案内」を確認すること。
⑦作品画像の撮影日時が指定された時間内ではなかった場合、アプリ等で加工がされている場合は失格。
⑧申込時の選手になり代わり、申込者以外が競技参加した場合は失格。

■プロフェッショナル部門 競技規定
①モデルは15歳以上とする。

※本年大会のプロフェッショナル部門は、

②モデルに出血等の損傷を与えた場合は失格。

モデルへの施術による競技となります。

■ジュニア・スチューデント部門 競技規定
①トレーニングハンドは人の手と同じように丁寧に扱うこと。
②使用するトレーニングハンドの左右の指定はなし。（左手用、右手用は問わない）

③トレーニングハンドは審査に支障をきたすようなファイル傷等がなく、清潔なものを使用すること。
④既製品にあらかじめ加工されているもの以外に、自分で文字や線、目盛等を記入したトレーニングハンドや、
指部分が着脱可能なトレーニングハンドを使用した場合は失格。
⑤トレーニングハンドを固定するアーム等の使用は可。
⑥事前にチップを装着しておくこと。競技中にチップが外れた場合は速やかに付け直すこと。
⑦チップの装着方法の指定はなし。装着に使用したミクスチュアやジェル等は透けて見えてもよい。（審査の対
象にはなりません）
⑧チップの装着にのみグルー、レジン、粘着用テープ等使用可。これ以外の用途で使用した場合は減点。

⑨チップの事前仕込みは、長さと形のカットまで可。サンディングが必要な場合は、競技時間内に行うこと。
⑩競技終了後トレーニングハンドからチップから外れている場合は失格。

※その他、各種目ごとの競技規定も必ずご確認ください。
【ネットワーク環境についての注意事項】
▼画像アップロードサイトへは、以下の推奨環境にて接続をお願い致します。

パソコン：最新のMicrosoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox
スマートフォン：最新のiOS搭載Safari、最新2世代のAndroid搭載Google Chrome
※推奨環境下のご利用でも、OSとブラウザの組合せ、あるいは、ブラウザの設定状況により、表示される画面
や機能に不具合が生じる場合がございます。必ずテストサイトにて動作確認をお願いいたします。
▼ご利用されているインターネット回線やプロバイダ、携帯電話会社のデータ契約プラン等が原因で、通信速度
が遅くなる場合があります。各個人のネットワーク環境によるトラブルは、大会事務局では対応ができませんの
で、事前にネットワーク環境の整備をお願いいたします。
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競技規定2
■プロフェッショナル部門 P1：ネイルケア（フレンチカラーリング）
・モデルの両手（10本）にネイルケア～フレンチカラーリングを施す。
①競技時間は61分。【ネイルケア30分、インターバル1分、カラーリング30分】
②ナチュラルネイルがベース。過度な事前仕込みや、ネイルケアをしているフリや手抜きのケア工程は減点。
③アクリル、ジェル、グルーによるイクステンション、リペア可。（本数制限なし）ただし、ナチュラルネイル
と同等の仕上がりであること。不自然なイクステンションまたはリペアや、バーチャルを施していた場合は減点。

④クリーンナップ等の手入れは1週間前までとする。
⑤何も塗布していない状態で手指消毒から始めること。またインターバル後の後半カラーリングも手指消毒から
始めること。
⑥フィンガーボウルに手を浸さない等、基本的なネイルケアの工程を行っていない場合は減点。
⑦ナチュラルネイルのファイルは、エメリーボードを使用すること。
⑧カットスタイルはラウンド。
⑨バッファ使用可。
⑩カラーリングはベースコートからトップコートまでとする。トップコートの塗布がされていない場合は失格。
（リッジフィラー使用可。）
⑪ベースカラーはクリーム系のピンクまたはベージュを使用すること。（パール、ラメ入りは減点）ネイルプ
レートが透けて見えないこと。
⑫フリーエッジは白のポリッシュを使用すること。（パール、ラメ入りは減点）スマイルラインは全体のバラン
スを考慮すること。
⑬裏面もカラーリングする。エッジのみでも可。
⑭使用するポリッシュはベースコート（リッジフィラー含む）、ベースカラー、フレンチカラー（白）トップ
コート、各3本までとする。4本以上は減点。
⑮前半ケアの時間に後半カラーリングを行った場合は減点。
⑯インターバル中にモデルの爪や手指に触れた場合は減点。
●使用禁止用具
オイル（速乾性スプレー等）、マシーン、パールやラメ入りのポリッシュ、文具類（セロテープ、ホッチキス、
定規等）

■プロフェッショナル部門 P2：フレンチスカルプチュア
・モデルの両手（10本）にフレンチスカルプチュアを施す。
①競技時間は120分。
②手指消毒から始めること。事前にサンディングをしていた場合は減点。
③イクステンション（バーチャル含む）、リペア、カラーリング等の装飾が一切されていない状態から始めるこ
と。これらの装飾がされていた場合は減点。
④サンディングは競技時間内に行うこと。
⑤スタイリングはスクエアに仕上げる。
⑦フリーエッジ（爪先）の長さは、ネイルベッドの長さを考慮してバランスの良い仕上がりにすること。
⑧使用する材料は化学重合のみ。
⑨パウダーはホワイト、ピンククリア、クリアを使用。
⑩Cカーブ用スティックの使用可。ただし、ピンチングは指のみで行うこと。Cカーブは30％以内とする。
⑪バッファ使用可。
⑫競技中にバーチャルを施した場合は失格。
●使用禁止用具
オイル（速乾性スプレー等）、クリーム・ローション類、ポリッシュ類、グルー、マシーン、文具類（セロテー
6
プ、ホッチキス、定規等）

競技規定2
■ジュニア・スチューデント部門 JS1：カラーリング
・トレーニングハンドの片手（チップ5枚装着）をラウンドにファイリングをし、カラーポリッシュを塗布する。
カラーは赤。（JNEC2022年春夏期検定試験2級の指定色に準じる）
①競技時間は30分。
②トレーニングハンドは1人1個とする。左右の指定はなし。
③指間を広げるためのCカーブ用スティックの使用可。
④使用するチップはナチュラル。
⑤スクエアの状態からスタートし、ラウンドのカットスタイルに仕上げる。
⑥チップのファイリングには、エメリーボード（金属製含む）もしくはウォッシャブルファイル、バッファを使

用すること。
⑦ファイリングはモデルの手に行うのと同様に、一方向で行うこと。
⑧カラーリングはベースコートからトップコートの塗布までとする。トップコートの塗布をしていない場合は失
格。
⑨パール、ラメ入りのポリッシュは減点。
⑩カラーポリッシュは2度塗りする。
⑪裏面もカラーリングする。エッジのみでも可。
⑫使用するポリッシュは、ベースコート、カラーポリッシュ、トップコート各3本までとする。4本以上は減点。
●使用禁止用具
オイル（速乾性スプレー等）、クリーム・ローション類、マシーン、ラメ入りのポリッシュ、カラーチップ、文
具類（セロテープ、ホッチキス、定規等）

■ジュニア・スチューデント部門 JS2：ナチュラルスカルプチュア
・トレーニングハンドの片手（チップ5枚装着）にナチュラルスカルプチュアを施す。
①競技時間は90分。
②トレーニングハンドは1人1個とする。左右の指定はなし。
③指間を広げるためのCカーブ用スティックの使用可。
④使用するチップはナチュラル。
⑤チップの事前仕込みは長さのカットまで可。（人の手に施術する場合と同じような長さにカットすること。）
サンディングは競技時間内に行うこと。

⑥スタイリングはスクエアオフに仕上げる。
⑦フリーエッジ（爪先）の長さは、ネイルベッドの長さを考慮してバランスの良い仕上がりにすること。
⑧使用する材料は化学重合のみ。
⑨パウダーはフリーエッジはナチュラル、ネイルベッドはクリア、ピンククリア、ナチュラルのいずれかを使用。
⑩Cカーブ用スティックの使用可。ただし、ピンチングは指のみで行うこと。
⑪バッファ使用可。
●使用禁止用具
オイル（速乾性スプレー等）、クリーム・ローション類、ポリッシュ類、マシーン、カラーチップ、文具類（セ
ロテープ、ホッチキス、定規等）
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申込方法
●すべてインターネット受付のみとなります。
●申込は先着順となります。申込期間内であっても定員に達した場合は受付を締め切らせていただきます。
締切後の受付はできかねますのでお問い合わせはご遠慮ください。
●出場料のお支払いはクレジットカード決済かコンビニ決済のいずれかとなります。
●申込完了メールを、申込の際にご登録いただいたメールアドレスに送信いたしますので、受信設定等をしてい
る方は「chiku2022@ks-entry.net」からのメールが受信できるようにしてください。申込完了メールが届かな
い場合は、下記の申込受付センターまでご連絡ください。

●申込ページURL

https://www.ks-entry.net/chiku2022
スマートフォン用QRコード

全日本ネイリスト選手権2022 オンライン地区大会 申込受付センター
TEL：042-646-1525 ／ e-mail：chiku2022@ks-entry.net
【受付時間】 平日9:00～17:00（土日祝日を除く）
※申込に関する問合せのみの受付となります。競技内容などについての質問はご遠慮ください。

※「出場のご案内（エントリーナンバーシール）」は各実施日の1週間前頃に発送予定です。申込完了メールは

「出場のご案内」が届くまで大切に保管してください。
※競技参加に必要なZoom接続情報は、各実施日の2日前までにメールにて配信予定です。
※自己都合によるキャンセルは理由の如何に関わらず出場料の返金はできませんので、ご了承の上お申込手続き
をお願いいたします。
※申込後の種目変更は一切お受けできませんのでご注意ください。
※会員の方、認定校在校生・在勤者の方、認定サロン在勤者の方が誤って非会員料金で払い込まれた場合、差額
の返金は出来かねますのでご注意ください。

【主催・大会事務局』
NPO法人日本ネイリスト協会 事務局
〒100-0014 東京都千代田区永田町2-14-3 赤坂東急ビル5F
TEL：03-3500-1580
https://www.nail.or.jp
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