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公益財団法人日本バスケットボール協会(JBA)では、2018 年 9 月 13 日(木)よりスタートする「FIBA バスケット

ボールワールドカップ 2019 アジア地区 2 次予選」に向けて、「AKATSUKI FIVE」男子日本代表チームを応援するオ

フィシャルチアリーダーズ「AKATSUKI VENUS」の第二期メンバーを募集いたします。

FIBA ワールドカップ 2019 出場、そして 2020 年東京オリンピック出場へ向けて、全国のバスケットボールファンと

共に日本代表を熱く応援し、試合会場を盛り上げるにふさわしいトップレベルのチアリーダーを全国より募集します。

バスケットボール日本代表を熱く応援したい！ 選手を後押しして試合を盛り上げたい！ という方は、奮ってご応募

ください。 

■チーム名

「AKATSUKI VENUS」 
(由来) 

「AKATSUKI FIVE」を応援するオフィシャルチアリーダーズとして、暁の空に最後まで輝き続ける金星「VENUS」を 

イメージし、日本代表を勝利の日の出へ導く存在となるという想いを込めています。

■トライアウト概要

【開催日時】 2018 年 8 月 26 日(日) 9:30～  ※一次審査通過者のみ 

【会場】 株式会社ドーム(Under Armour)有明 HQ SQUARE(東京都江東区有明 1-3-33)

◇エントリー資格：

・日本在住の 18 歳以上の女性(高校生は不可)

・原則として、指定した全ての公式練習・試合に参加可能な方(応相談可)

・チア・ダンス歴 2 年以上の方

・バスケットボール試合の応援経験がある方

・トップレベルのチアリーダーズとして、活動期間内、責任をもって活動できる方

・学校団体や社会人チーム、プロチームに所属している方は、所属団体の許可を得たうえで、

原則として日本代表の活動を優先できる方(応相談)

◇活動内容

・日本代表公式戦での応援活動 ※試合出演日、出演人数については、都度調整

・開催大会での応援、パフォーマンス

・その他、PR 活動(イベント出演や SNS での PR 活動等)

◇活動期間

トライアウト合格後～2018 年 12 月末(予定)

※活動期間は状況に応じて延長する場合があります。

◇募集メンバー数
12 名(予定)

◇待遇
・公式練習時の交通費支給
※トライアウト当日の交通費は自己負担となります。

※公式練習は原則都内近郊で行います。

※新幹線・航空機を伴う移動についての費用は、都内からの支給のみとなります。

・試合出演時の出演料(交通費込)

・衣装一式貸与

FIBA バスケットボールワールドカップ 2019 アジア地区 2 次予選 
バスケットボール日本代表オフィシャルチアリーダーズ「AKATSUKI VENUS」 

第二期メンバー トライアウト実施要項
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■トライアウト エントリー方法

＜一次審査＞ 
◇エントリー

エントリーシートおよび写真 2 枚(バストアップ・全身)を、下記メールアドレスまで送付してください。

※メールのみの受付とさせていただきます。

※未成年者(20 歳未満)は親権者の承諾が必要となります。(エントリーシートに記入欄有)

･エントリーシート 

エントリーシートのダウンロードは JBA 公式サイト (http://www.japanbasketball.jp//VENUS/45347)より

お願いいたします。

※エントリー書類は返却いたしません。

※個人情報は、当トライアウトに関するご連絡のみに利用し、これ以外の目的に利用することはありません。

責任を持って管理し、上記の利用目的を達した個人情報はすみやかに廃棄させていただきます。

◇送付先

エントリーシートおよび写真を添付の上、下記アドレスへご送付ください。

[送付先メールアドレス] akatsukivenus@basketball.or.jp 

[メール件名] 日本代表チアリーダーズ 「AKATSUKI VENUS」 一次審査エントリー

◇一次審査エントリー締切

2018 年 8 月 19 日(日)23:59 必着

■選考スケジュール

◇一次審査：書類選考

2018年 8月 21日(火)までに一次選考通過者にのみ、メールにて二次審査トライアウトのご連絡をいたします。

◇二次審査：トライアウト

2018 年 8 月 26 日(日) 9:30～13:00(予定) ※14:00～17:00 にて合格者のみ公式練習(予定)

アクロスザフロア等の基礎スキルチェック、ダンス振り入れ、面接等を通して総合的に選考

◇トライアウト選考結果発表

トライアウト終了後、会場にて発表いたします。

■トライアウト参加にあたって

◇服装について

・セパレートタイプのコスチューム(ショートパンツ、スポーツブラ等)を着用してください。

・シューズ(ジャズシューズ、スニーカーなど)

・メイク、ヘアスタイルも重要な審査の対象となります。ヘアはダウンスタイルでご準備ください。

◇その他

・選考委員は、公益財団法人日本バスケットボール協会、一般社団法人プロフェッショナルチアリーディング協会

によって構成します。

・トライアウト当日は、TV・ラジオ・新聞・雑誌等メディア取材が入る可能性がございます。予めご了承ください。

・トライアウト合格者は、8 月 26 日(日)の午後に予定されている公式練習にご参加していただきます。

http://www.japanbasketball.jp/VENUS/45347
mailto:akatsukivenus@basketball.or.jp
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■活動スケジュール

日程 内容 備考 

2018 年 8 月 26 日(日) 公式練習 合格発表後、夕方頃までを予定 

2018 年 9 月 16 日(日) 公式練習 終日を予定 

2018 年 9 月 17 日(月・祝) 試合出演 会場：大田区総合体育館 

2018 年 11 月 30 日(金) 試合出演 会場：未定 

2018 年 12 月 3 日(月) 試合出演 会場：未定 

※公式練習は、9 月 17 日(月・祝)以降、試合間 1～2 回の実施予定です。

※その他、メディア対応やイベント出演等が入る可能性があります。

■プロデュース

プロデューサー  : 植村綾子 

ディレクター    : 松田華衣 

■問い合わせ先

「AKATSUKI FIVE」バスケットボール日本代表チーム オフィシャルチアリーダーズ事務局 

【メールアドレス】 akatsukivenus@basketball.or.jp 

※第一期 AKATSUKI VENUS メンバー 

mailto:akatsukivenus@basketball.or.jp
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