第9回 全国高等学校軽音フェスティバル 2次選考会
「軽音連 春の招待ライブ」 実施要項
カヴァー部門 （大編成）
全国高等学校「軽音フェスティバル」実行委員会
日 程
会 場

2016年（平成28年）5月4日（水・祝）
大阪市 浪速区民センター
大阪市浪速区稲荷2丁目4番3号
地下鉄千日前線「桜川駅」 ７番出口から「なにわ筋」を南へ約300ｍ
※ 入場無料。入場自由（ただし、満員の場合は入場制限を行います）
参加費 １人 300円
引率者 集合から解散まで必ず顧問教員の付添をお願いします。
予 定
9:30 役員・運営委員集合
10:00 出演者・出演校顧問集合
出演校ミーティング （参加費徴収）
10:30 リハ開始（各校6分・転換2分のサウンドチェックのみ）
13:14 リハ終了
14:25 開場
14:35 オープニングMC
14:40 開演
17:28 終演 ・ 見学者退場
出演校生徒 荷物を控室からホールへ
17:40 出演校ミーティング
18:00 解散
リハーサル
1 10:30
2 10:50
3 10:58
4 11:06
5 11:14
6 11:22
7 11:30
8 11:38
9 11:46
10 11:54
11 12:02
12 12:10
13 12:18
14 12:26
15 12:34
16 12:42
17 12:50
18 12:58
19 13:06

サウンドチェック6分以内+転換2分以内

大阪府交野高等学校 軽音楽部
大阪府立柴島高等学校 軽音楽部
賢明学院高等学校 軽音楽部
大阪府立金剛高等学校 軽音楽部
大阪府立堺東高等学校 軽音楽部
大阪府立桜塚高等学校 軽音楽部
大阪府立清水谷高等学校 ギター部
樟蔭高等学校 軽音楽部
樟蔭高等学校 フォークソング部
大阪市立住吉商業高等学校 フォークソング部
大阪府立長尾高等学校 軽音楽部
浪速高等学校 軽音楽部
大阪府立西寝屋川高等学校 フォークソング部
大阪府立阪南高等学校 軽音楽部
阪南大学高等学校 軽音楽部
枚岡樟風高等学校 軽音楽部
プール学院高等学校 フォークソング部
大阪府立八尾翠翔高等学校 軽音楽部
大阪信愛女学院高等学校 軽音楽部

本番2
本番3
本番4
本番5
本番6
本番7
本番8
本番9
本番10
本番11
本番12
本番13
本番14
本番15
本番16
本番17
本番18
本番19
本番1

リハーサルの注意事項
① 時刻は目安です。巻きで進むことがあるので、集合に遅れないように。（本番も）
② セッティングに時間がかかっても６分で切ります。
③ サウンドチェックは、曲中の「最大音圧や、コーラスのあるところ」を演奏する。
必ず事前に、曲中のどの部分をサウンドチェックするか決めておくこと。
④ １待ちで、チューニング・楽器とシールドの繋ぎ込み・エフェクターの結線を済ませておく。
ステージ上でチューニングすることのないように。
⑤ 動線や待ち場所については当日連絡。
注 意

・ 本イベントは、高校の部活動としてのイベント（選考会）です。挨拶やマナー順守をしっかり
おこなってください。
軽音楽系部活の交流の場でもあります。他校の演奏も鑑賞し、勉強の場としてください。
・ ステージ上での飲食、モニターに足をかけるなどの機材を大切にしない行為は厳禁です。
これらの行為があった場合は失格とし、今後の芸文連・軽音連のイベントへの出演につい
てもペナルティを与えることがあります。
・ 動画等の撮影は、自校の演奏のみとします。また、他校の演奏に対しての感想や批判を、
ブログやラインなどネット上に書き込むことは絶対にしてはいけません。
・ 客席でのスタンディングは禁止です。スタンディングをあおるような行為はしてはいけません。
（観客数が多く、イスが足りない場合に、一部立見とすることがあります。）
・ 客席での飲食は禁止です。許可された場所で、飲食してください。
・ ゴミは持ち帰ってください。
・ 閉演後、全体ミーティングを行います。イベント途中で帰ることはできません。
・ 顧問の先生は、閉演までの付添をお願いいたします。また、開場前の見学者整理・入場
誘導、場内整理をお手伝いいただきます。ご協力お願いします。

控 室

・当日朝のミーティングで連絡します。

タイムテーブル
14:35
1 14:40
2 14:49
3 14:58
4 15:07
5 15:16
6 15:25
7 15:34
8 15:43
9 15:52
10 16:01
11 16:10
12 16:19
13 16:28
14 16:37
15 16:46
16 16:55
17 17:04
18 17:13
19 17:22

演奏6分以内+転換3分以内

オープニングMC
大阪信愛女学院高等学校 軽音楽部
大阪府交野高等学校 軽音楽部
大阪府立柴島高等学校 軽音楽部
賢明学院高等学校 軽音楽部
大阪府立金剛高等学校 軽音楽部
大阪府立堺東高等学校 軽音楽部
大阪府立桜塚高等学校 軽音楽部
大阪府立清水谷高等学校 ギター部
樟蔭高等学校 軽音楽部
樟蔭高等学校 フォークソング部
大阪市立住吉商業高等学校 フォークソング部
大阪府立長尾高等学校 軽音楽部
浪速高等学校 軽音楽部
大阪府立西寝屋川高等学校 フォークソング部
大阪府立阪南高等学校 軽音楽部
阪南大学高等学校 軽音楽部
枚岡樟風高等学校 軽音楽部
プール学院高等学校 フォークソング部
大阪府立八尾翠翔高等学校 軽音楽部

その他

・ 主催者側で準備する機材は、
ドラムセット（基本セット）、ベースアンプ（Hartke MODEL5000）
ギターアンプ（Roland JＣ120×2、Marshall VALVESTATE8280×1）
キーボード（Roland デジタルピアノFP-2[88鍵]×1）
キーボードスタンド（1段×1、2段×1）、Gt・Ba用スタンド×4 です。
※ ドラムセットの変更（ワンタムなど）は不可です。
※ 楽器、ケーブルは各校で用意してください。
・ ２次選考結果は、５月９日（月）、「全国高等学校軽音楽フェスティバル」のホームページ
上で発表します。
・ 「軽音楽連盟大阪」の加盟校で、全国軽音フェスティバル２次選考出場校については
「軽音楽連盟大阪」主催の、下記ライブ出演の推薦を受けるチャンスがあります。
下記ライブへの参加を希望した学校の中から、2次選考会の審査結果を参考に
出演校を決定します。
※ 本選大会へ出場した高校は除外とします。
※ カバー部門（大編成・小編成）のみ。オリジナル部門はありません。
名称 ： ハイスクールライブ in Gym
日程 ： 2016年（平成28年）7月28日（水）
会場 ： 観光専門学校 体育館特設ステージ（ビジュアルアーツ専門学校）
内容 ： 全国軽音フェスティバル2次選考会出場、夏NESSO出演、オムニバスCD選考
通過バンドで、出演を希望するバンドの中から、選考により出場者を決定する。
詳細案内・希望調査は、後日加盟校顧問の先生へ連絡（メール配信）されます。

全国高等学校「軽音フェスティバル」実行委員会

ティバル2次選考会出場、夏NESSO出演、オムニバスCD選考
出演を希望するバンドの中から、選考により出場者を決定する。

