
NO 競技種目 出場資格 競技時間 競技規定 失格事項

予選大会
\7,000

決勝大会
\10,000

出場費

【エントリーの流れ】
1︓エントリーシステムでエントリー ※オフィシャルWEB (http://www.styling-coliection.com) よりアクセス
2︓エントリー締切後、「エントリーNO」「LINE公式アカウントのQRコード」をエントリー時に⼊⼒した宛先に送付するので、必ずご確認ください（7⽉上旬頃送付予定）
3︓LINE公式アカウントのQRコードを確認後、指定期⽇までにLINE公式アカウントを友だち追加してください
4︓LINE公式アカウントを友だち追加後、LINE公式アカウント内でエントリーナンバーとエントリーした名前を送信してください
※エントリー締切後の競技に関する質問は、参加される「LINE公式アカウント」内でご質問ください
※指定の期⽇までに「LINE公式アカウント」の友達登録を⾏わない場合、失格となります

・競技時間をオーバーしてしまった場合
・競技終了後に⼿を加えた場合
・13mm（または13.5mm）から10mmサイズ以外のロッドの使用
・規定ロッド本数に満たない場合もしくはそれ以上の場合
・ウィッグ、その他の目印があった場合
・決勝大会用のLINE公式アカウントに指定期日までに参加していなかった場合

SPC会員 一般

・令和4年度国家試験に準じたスタイルのみ審査する
・ロッドの配列は、国家試験に準ずる
・オールバックからスタート
・ブロッキングは、してもしなくてもどちらでもよい ※ただし、事前のブロッキングは禁止
・13mm（または13.5mm）〜10mmロッドを使用
・ロッド本数50本〜55本以内に収めること
・ペーパーの色は白色または淡色に限る
・輪ゴムの色とサイズと太さは⾃由
・ウィッグ、その他の目印禁止
・ウィッグの指定なし ※SPC加盟サロンの方はSPC通商の「ビューティーマーケット」よりご購入いただけます
・選⼿はマスク着用
※衛生面に関する規定はありません
※クランプの指定はありません
※ロッドケースの指定はありません
※ブロッキングタイムはありません
※フォト部門以外のダブルエントリーは出来ません

【審査に関して】
予選大会・決勝大会共に実際に会場で審査いたします
 
【予選大会通過者の決勝大会参加有無について】
1︓所属の各統括事務局より、予選通過者の情報並びに決勝大会出場の『有無確認』の連絡させていただきます(9⽉中予定)
2︓決勝進出される選⼿のエントリー費は、8,000円（SPC会員） / 10,000円（⼀般）となります。※各地統括大会で優勝された選⼿はエントリー費免除
3︓決勝進出される選⼿には大会運営より、予選で登録したLINEグループから個別に決勝大会用のLINE公式アカウント「QRコード」を送付します
4︓決勝大会用のLINE公式アカウント「QRコード」を確認後、選⼿の皆様は指定期日までにLINE公式アカウントを友だち追加してください
5︓決勝大会用のLINE公式アカウントを友だち追加後、LINE公式アカウント内でエントリーナンバーとエントリーした名前を送信してください
※予選大会同様に競技に関する質問は、参加される「LINE公式アカウント」内でご質問ください
※指定の期日までに決勝大会用の「LINE公式アカウント」の友達登録を⾏わない場合、失格となります

※この競技は、各地の予選大会に出場し、予選を通過した選手のみが決勝大会に参加できる競技です。
※この競技は、予選大会、決勝大会ともに実際に「会場で⾏う」競技です。

▼ 新型コロナウイルス等による社会的状況により、予選大会・決勝大会を延期や中止にする場合がございます。

▼ エントリー後のキャンセルや、決勝大会出場を棄権する場合でも、エントリー費の返⾦はいたしませんので、予めご了承ください。
そのような場合でも、エントリー費の返⾦はいたしませんことを予めご了承ください。

1

ワインディン
グ

国試スタイル

＜定員︓100名＞

理美容室勤務3年未満
理美容経験者

（理美容専門学校在校⽣不
可）

ワインディング
20分

予選大会
\5,000

決勝大会
\8,000

STYLING COLLECTION 2022   【ウィッグ部門】 ワインディング国試スタイル 競技要項
【エントリー期間】 6/1(⽔) 昼12︓00  〜  6/15(⽔) 昼12︓00
※定員になり次第、締め切らせて頂きます。 ※エントリー締切後のエントリーの変更・キャンセルは出来ません。

【予選大会⽇程】各地エリア会場にて開催いたします。エリアごとに⽇程が決まっています。

※お問い合わせに関しましては、STYLING COLLECTIONオフィシャルサイトの「CONTACT」よりメールでお願いいたします。

●8⽉30⽇(火)  ◉中央（東京・千葉・埼⽟・神奈川） ●9⽉5⽇(⽉)  ◉東関東（福島・茨城・栃木） ◉北陸（⽯川・富⼭・福井） ◉東海（愛知・三重・静岡） ◉九州  ●9⽉6⽇(火)  ◉北海道
●9⽉12⽇(⽉)  ◉東北（⻘森・秋⽥・岩手・⼭形・宮城） ◉中部（⻑野・⼭梨・岐⾩） ◉関⻄（大阪・京都・奈良・滋賀・兵庫・和歌⼭） ◉四国 ●9⽉13⽇(火)  ◉沖縄

【決勝大会⽇程】11/15(火) 会場︓横浜武道館 で開催いたします。
●9⽉19⽇(⽉)  ◉中国（広島・岡⼭・鳥取・島根・⼭口） ●9⽉26⽇(⽉)  ◉関越（群馬・新潟）



NO 競技種目 出場資格 競技時間 競技規定

そのような場合でも、エントリー費の返⾦はいたしませんことを予めご了承ください。
▼ エントリー後のキャンセルや、決勝⼤会出場を棄権する場合でも、エントリー費の返⾦はいたしませんので、予めご了承ください。

失格事項

40分

【エントリーの流れ】
1︓エントリーシステムでエントリー ※オフィシャルWEB (http://www.styling-coliection.com) よりアクセス
2︓エントリー締切後、「エントリーNO」「LINE公式アカウントのQRコード」をエントリー時に⼊⼒した宛先に送付するので、必ずご確認ください（7⽉上旬頃送付予定）
3︓LINE公式アカウントのQRコードを確認後、指定期⽇までにLINE公式アカウントを友だち追加してください
4︓LINE公式アカウントを友だち追加後、LINE公式アカウント内でエントリーナンバーとエントリーした名前を送信してください
※エントリー締切後の競技に関する質問は、参加される「LINE公式アカウント」内でご質問ください
※指定の期⽇までに「LINE公式アカウント」の友達登録を⾏わない場合、失格となります

SPC会員

2

ウィッグカット
メンズ

＜定員︓100名＞

理美容室勤務者
理美容経験者

（理美容専門学校在校⽣不可）

出場費

一般

予選⼤会
\8,000

決勝⼤会
\12,000

予選⼤会
\6,000

決勝⼤会
\10,000

作品テーマ「2023年春夏コレクション」

・'2023年春夏のトレンドを意識したパーマやカラーを取り⼊れた質感のある上質なデザイン、コンクール作品として創りこみと、商品としてのサロンスタイルを融合化した作品
・カットされていないウィッグからスタート
・カラー・パーマの事前仕込み可
・ウェット、ドライどちらのスタートも可
・メイク・アクセサリーは⾃由（エクステ・ヘアアクセサリーは不可）
・髪の毛に何もついていない状態でスタート
・電気器具1⼝使⽤可（ただし、電源コンセントの増設は不可）
・首回りの装飾禁止（減点）
・ウィッグ指定なし ※SPC加盟サロンの方はSPC通商の「ビューティーマーケット」よりご購⼊いただけます
・選手はマスク着⽤
※フォト部門以外のダブルエントリーは出来ません

【審査に関して】
予選大会・決勝大会共に実際に会場で審査いたします
 
【予選⼤会通過者の決勝⼤会参加有無について】
1︓所属の各統括事務局より、予選通過者の情報並びに決勝大会出場の『有無確認』の連絡させていただきます(9⽉中予定)
2︓決勝進出される選手のエントリー費は、10,000円（SPC会員） / 12,000円（⼀般）となります。※各地統括大会で優勝された選手はエントリー費免除
3︓決勝進出される選手には大会運営より、予選で登録したLINEグループから個別に決勝大会⽤のLINE公式アカウント「QRコード」を送付します
4︓決勝大会⽤のLINE公式アカウント「QRコード」を確認後、選手の皆様は指定期⽇までにLINE公式アカウントを友だち追加してください
5︓決勝大会⽤のLINE公式アカウントを友だち追加後、LINE公式アカウント内でエントリーナンバーとエントリーした名前を送信してください
※予選大会同様に競技に関する質問は、参加される「LINE公式アカウント」内でご質問ください
※指定の期⽇までに決勝大会⽤の「LINE公式アカウント」の友達登録を⾏わない場合、失格となります

・競技開始前に仕上がっている場合（⼀部分も含む）
・競技前からカットがされていたり、セニングやレザーを使い、手を加えられていた場合
・競技時間終了後にウィツグに触れていた場合

STYLING COLLECTION 2022   【ウィッグ部門】 ウィッグカットメンズ 競技要項

●9⽉19⽇(⽉)  ◉中国（広島・岡山・鳥取・島根・山口） ●9⽉26⽇(⽉)  ◉関越（群馬・新潟）

【決勝⼤会⽇程】11/15(⽕) 会場︓横浜武道館 で開催いたします。
※お問い合わせに関しましては、STYLING COLLECTIONオフィシャルサイトの「CONTACT」よりメールでお願いいたします。

※この競技は、各地の予選⼤会に出場し、予選を通過した選手のみが決勝⼤会に参加できる競技です。

▼ 新型コロナウイルス等による社会的状況により、予選⼤会・決勝⼤会を延期や中止にする場合がございます。

【エントリー期間】 6/1(⽔) 昼12︓00  〜  6/15(⽔) 昼12︓00
※定員になり次第、締め切らせて頂きます。 ※エントリー締切後のエントリーの変更・キャンセルは出来ません。

【予選⼤会⽇程】各地エリア会場にて開催いたします。エリアごとに⽇程が決まっています。
●8⽉30⽇(⽕)  ◉中央（東京・千葉・埼⽟・神奈川） ●9⽉5⽇(⽉)  ◉東関東（福島・茨城・栃木） ◉北陸（⽯川・富山・福井） ◉東海（愛知・三重・静岡） ◉九州  ●9⽉6⽇(⽕)  ◉北海道

●9⽉12⽇(⽉)  ◉東北（⻘森・秋⽥・岩手・山形・宮城） ◉中部（⻑野・山梨・岐⾩） ◉関⻄（⼤阪・京都・奈良・滋賀・兵庫・和歌山） ◉四国 ●9⽉13⽇(⽕)  ◉沖縄

※この競技は、予選⼤会、決勝⼤会ともに実際に「会場で⾏う」競技です。



NO 競技種目 出場資格 競技時間 競技規定

そのような場合でも、エントリー費の返⾦はいたしませんことを予めご了承ください。
▼ エントリー後のキャンセルや、決勝⼤会出場を棄権する場合でも、エントリー費の返⾦はいたしませんので、予めご了承ください。

失格事項

40分

【エントリーの流れ】
1︓エントリーシステムでエントリー ※オフィシャルWEB (http://www.styling-coliection.com) よりアクセス
2︓エントリー締切後、「エントリーNO」「LINE公式アカウントのQRコード」をエントリー時に⼊⼒した宛先に送付するので、必ずご確認ください（7⽉上旬頃送付予定）
3︓LINE公式アカウントのQRコードを確認後、指定期⽇までにLINE公式アカウントを友だち追加してください
4︓LINE公式アカウントを友だち追加後、LINE公式アカウント内でエントリーナンバーとエントリーした名前を送信してください
※エントリー締切後の競技に関する質問は、参加される「LINE公式アカウント」内でご質問ください
※指定の期⽇までに「LINE公式アカウント」の友達登録を⾏わない場合、失格となります

SPC会員

3

ウィッグカット
レディース

＜定員︓100名＞

理美容室勤務者
理美容経験者

（理美容専門学校在校⽣不可）

出場費

一般

予選⼤会
\8,000

決勝⼤会
\12,000

予選⼤会
\6,000

決勝⼤会
\10,000

作品テーマ「2023年春夏コレクション」

・'2023年春夏のトレンドを意識したパーマやカラーを取り⼊れた質感のある上質なデザイン、コンクール作品として創りこみと、商品としてのサロンスタイルを融合化した作品
・カットされていないウィッグからスタート
・カラー・パーマの事前仕込み可
・ウェット、ドライどちらのスタートも可
・メイク・アクセサリーは⾃由（エクステ・ヘアアクセサリーは不可）
・髪の毛に何もついていない状態でスタート
・電気器具1⼝使⽤可（ただし、電源コンセントの増設は不可）
・首回りの装飾禁止（減点）
・ウィッグ指定なし ※SPC加盟サロンの方はSPC通商の「ビューティーマーケット」よりご購⼊いただけます
・選手はマスク着⽤
※フォト部門以外のダブルエントリーは出来ません

【審査に関して】
予選大会・決勝大会共に実際に会場で審査いたします
 
【予選⼤会通過者の決勝⼤会参加有無について】
1︓所属の各統括事務局より、予選通過者の情報並びに決勝大会出場の『有無確認』の連絡させていただきます(9⽉中予定)
2︓決勝進出される選手のエントリー費は、10,000円（SPC会員） / 12,000円（⼀般）となります※各地統括大会で優勝された選手はエントリー費免除
3︓決勝進出される選手には大会運営より、予選で登録したLINEグループから個別に決勝大会⽤のLINE公式アカウント「QRコード」を送付します
4︓決勝大会⽤のLINE公式アカウント「QRコード」を確認後、選手の皆様は指定期⽇までにLINE公式アカウントを友だち追加してください
5︓決勝大会⽤のLINE公式アカウントを友だち追加後、LINE公式アカウント内でエントリーナンバーとエントリーした名前を送信してください
※予選大会同様に競技に関する質問は、参加される「LINE公式アカウント」内でご質問ください
※指定の期⽇までに決勝大会⽤の「LINE公式アカウント」の友達登録を⾏わない場合、失格となります

・競技開始前に仕上がっている場合（⼀部分も含む）
・競技前からカットがされていたり、セニングやレザーを使い、手を加えられていた場合
・競技時間終了後にウィツグに触れていた場合

STYLING COLLECTION 2022   【ウィッグ部門】 ウィッグカットレディース 競技要項

●9⽉19⽇(⽉)  ◉中国（広島・岡山・鳥取・島根・山口） ●9⽉26⽇(⽉)  ◉関越（群馬・新潟）

【決勝⼤会⽇程】11/15(⽕) 会場︓横浜武道館 で開催いたします。
※お問い合わせに関しましては、STYLING COLLECTIONオフィシャルサイトの「CONTACT」よりメールでお願いいたします。

※この競技は、各地の予選⼤会に出場し、予選を通過した選手のみが決勝⼤会に参加できる競技です。

▼ 新型コロナウイルス等による社会的状況により、予選⼤会・決勝⼤会を延期や中止にする場合がございます。

【エントリー期間】 6/1(⽔) 昼12︓00  〜  6/15(⽔) 昼12︓00
※定員になり次第、締め切らせて頂きます。 ※エントリー締切後のエントリーの変更・キャンセルは出来ません。

【予選⼤会⽇程】各地エリア会場にて開催いたします。エリアごとに⽇程が決まっています。
●8⽉30⽇(⽕)  ◉中央（東京・千葉・埼⽟・神奈川） ●9⽉5⽇(⽉)  ◉東関東（福島・茨城・栃木） ◉北陸（⽯川・富山・福井） ◉東海（愛知・三重・静岡） ◉九州  ●9⽉6⽇(⽕)  ◉北海道

●9⽉12⽇(⽉)  ◉東北（⻘森・秋⽥・岩手・山形・宮城） ◉中部（⻑野・山梨・岐⾩） ◉関⻄（⼤阪・京都・奈良・滋賀・兵庫・和歌山） ◉四国 ●9⽉13⽇(⽕)  ◉沖縄

※この競技は、予選⼤会、決勝⼤会ともに実際に「会場で⾏う」競技です。



NO 競技種目 出場資格 競技時間 競技規定 出場費

予選大会
\10,000

決勝大会
\15,000

SPC会員 一般

予選大会
\8,000

決勝大会
\13,000

そのような場合でも、エントリー費の返⾦はいたしませんことを予めご了承ください。
▼ エントリー後のキャンセルや、決勝大会出場を棄権する場合でも、エントリー費の返⾦はいたしませんので、予めご了承ください。

失格事項 出場費

4
メンズモデル

＜定員︓100名＞

理美容室勤務者
理美容経験者

（理美容専門学校在校⽣不可）

30分

【エントリーの流れ】
1︓エントリーシステムでエントリー ※オフィシャルWEB (http://www.styling-coliection.com) よりアクセス
2︓エントリー締切後、「エントリーNO」「LINE公式アカウントのQRコード」をエントリー時に⼊⼒した宛先に送付するので、必ずご確認ください（7⽉上旬頃送付予定）
3︓LINE公式アカウントのQRコードを確認後、指定期⽇までにLINE公式アカウントを友だち追加してください
4︓LINE公式アカウントを友だち追加後、LINE公式アカウント内でエントリーナンバーとエントリーした名前を送信してください
※エントリー締切後の競技に関する質問は、参加される「LINE公式アカウント」内でご質問ください
※指定の期⽇までに「LINE公式アカウント」の友達登録を⾏わない場合、失格となります

・全体的に2cm以上カットしていなかった場合
・競技時間終了後にモデルに触れていた場合
・LINE公式アカウント(予選時︓予選⽤/決勝時︓決勝⽤）に指定期⽇までに参加していなかった場合

作品テーマ「2023年 春夏コレクション」

※「トータルクリエイティブ（メンズモデル＋レディースモデル）」とのダブルエントリーは出来ません
※この競技は「メンズモデル」のみで参加する競技です。「メンズモデル」「レディースモデル」両方に参加する場合は、「トータルクリエイティブ」にエントリーください
・トレンドを意識したパーマ、カラーを取り⼊れたコンクール作品として作りこんだ独創的なスタイル
・全体的に2cm以上カットすること
・電気器具1⼝使⽤可（ただし、電源コンセントの増設は不可）
・選手はマスク着⽤ / モデルはマウスシールド着⽤
※フォト部門以外のダブルエントリーは出来ません

【審査に関して】
予選大会・決勝大会共に実際に会場で審査いたします
 
【予選大会通過者の決勝大会参加有無について】
1︓所属の各統括事務局より、予選通過者の情報並びに決勝大会出場の『有無確認』の連絡させていただきます(9⽉中予定)
2︓決勝進出される選手のエントリー費は、13,000円（SPC会員） / 15,000円（⼀般）となります。※各地統括大会で優勝された選手はエントリー費免除
3︓決勝進出される選手には大会運営より、予選で登録したLINEグループから個別に決勝大会⽤のLINE公式アカウント「QRコード」を送付します
4︓決勝大会⽤のLINE公式アカウント「QRコード」を確認後、選手の皆様は指定期⽇までにLINE公式アカウントを友だち追加してください
5︓決勝大会⽤のLINE公式アカウントを友だち追加後、LINE公式アカウント内でエントリーナンバーとエントリーした名前を送信してください
※予選大会同様に競技に関する質問は、参加される「LINE公式アカウント」内でご質問ください
※指定の期⽇までに決勝大会⽤の「LINE公式アカウント」の友達登録を⾏わない場合、失格となります

STYLING COLLECTION 2022   【モデル部門】 メンズモデル 競技要項

▼ 新型コロナウイルス等による社会的状況により、予選大会・決勝大会を延期や中止にする場合がございます。

【エントリー期間】 6/1(⽔) 昼12︓00  〜  6/15(⽔) 昼12︓00
※定員になり次第、締め切らせて頂きます。 ※エントリー締切後のエントリーの変更・キャンセルは出来ません。

【予選大会⽇程】各地エリア会場にて開催いたします。エリアごとに⽇程が決まっています。
●8⽉30⽇(火)  ◉中央（東京・千葉・埼⽟・神奈川） ●9⽉5⽇(⽉)  ◉東関東（福島・茨城・栃木） ◉北陸（⽯川・富⼭・福井） ◉東海（愛知・三重・静岡） ◉九州  ●9⽉6⽇(火)  ◉北海道

●9⽉12⽇(⽉)  ◉東北（⻘森・秋⽥・岩⼿・⼭形・宮城） ◉中部（⻑野・⼭梨・岐⾩） ◉関⻄（大阪・京都・奈良・滋賀・兵庫・和歌⼭） ◉四国 ●9⽉13⽇(火)  ◉沖縄
●9⽉19⽇(⽉)  ◉中国（広島・岡⼭・鳥取・島根・⼭口） ●9⽉26⽇(⽉)  ◉関越（群馬・新潟）

【決勝大会⽇程】11/15(火) 会場︓横浜武道館 で開催いたします。
※お問い合わせに関しましては、STYLING COLLECTIONオフィシャルサイトの「CONTACT」よりメールでお願いいたします。

※この競技は、各地の予選大会に出場し、予選を通過した選⼿のみが決勝大会に参加できる競技です。
※この競技は、予選大会、決勝大会ともに実際に「会場で⾏う」競技です。



NO 競技種目 出場資格 競技時間 競技規定 出場費

予選大会
\10,000

決勝大会
\15,000

SPC会員 一般

予選大会
\8,000

決勝大会
\13,000

そのような場合でも、エントリー費の返⾦はいたしませんことを予めご了承ください。
▼ エントリー後のキャンセルや、決勝大会出場を棄権する場合でも、エントリー費の返⾦はいたしませんので、予めご了承ください。

失格事項 出場費

5

レディース
モデル

＜定員︓100名＞

理美容室勤務者
理美容経験者

（理美容専門学校在校⽣不可）

30分

【エントリーの流れ】
1︓エントリーシステムでエントリー ※オフィシャルWEB (http://www.styling-coliection.com) よりアクセス
2︓エントリー締切後、「エントリーNO」「LINE公式アカウントのQRコード」をエントリー時に⼊⼒した宛先に送付するので、必ずご確認ください（7⽉上旬頃送付予定）
3︓LINE公式アカウントのQRコードを確認後、指定期⽇までにLINE公式アカウントを友だち追加してください
4︓LINE公式アカウントを友だち追加後、LINE公式アカウント内でエントリーナンバーとエントリーした名前を送信してください
※エントリー締切後の競技に関する質問は、参加される「LINE公式アカウント」内でご質問ください
※指定の期⽇までに「LINE公式アカウント」の友達登録を⾏わない場合、失格となります

作品テーマ「2023年 春夏コレクション」

※「トータルクリエイティブ（メンズモデル＋レディースモデル）」とのダブルエントリーは出来ません
※この競技は「レディースモデル」のみで参加する競技です。「メンズモデル」「レディースモデル」両方に参加する場合は、「トータルクリエイティブ」にエントリーください
・トレンドを意識したパーマ、カラーを取り⼊れたコンクール作品として作りこんだ独創的なスタイル
・全体的に2cm以上カットすること
・電気器具1⼝使⽤可（ただし、電源コンセントの増設は不可）
・選手はマスク着⽤ / モデルはマウスシールド着⽤
※フォト部門以外のダブルエントリーは出来ません

【審査に関して】
予選大会・決勝大会共に実際に会場で審査いたします
 
【予選大会通過者の決勝大会参加有無について】
1︓所属の各統括事務局より、予選通過者の情報並びに決勝大会出場の『有無確認』の連絡させていただきます(9⽉中予定)
2︓決勝進出される選手のエントリー費は、13,000円（SPC会員） / 15,000円（⼀般）と円となります ※各地統括大会で優勝された選手はエントリー費免除
3︓決勝進出される選手には大会運営より、予選で登録したLINEグループから個別に決勝大会⽤のLINE公式アカウント「QRコード」を送付します
4︓決勝大会⽤のLINE公式アカウント「QRコード」を確認後、選手の皆様は指定期⽇までにLINE公式アカウントを友だち追加してください
5︓決勝大会⽤のLINE公式アカウントを友だち追加後、LINE公式アカウント内でエントリーナンバーとエントリーした名前を送信してください
※予選大会同様に競技に関する質問は、参加される「LINE公式アカウント」内でご質問ください
※指定の期⽇までに決勝大会⽤の「LINE公式アカウント」の友達登録を⾏わない場合、失格となります

・全体的に2cm以上カットしていなかった場合
・競技時間終了後にモデルに触れていた場合
・LINE公式アカウント(予選時︓予選⽤/決勝時︓決勝⽤）に指定期⽇までに参加していなかった場合

STYLING COLLECTION 2022   【モデル部門】 レディースモデル 競技要項

▼ 新型コロナウイルス等による社会的状況により、予選大会・決勝大会を延期や中止にする場合がございます。

【エントリー期間】 6/1(⽔) 昼12︓00  〜  6/15(⽔) 昼12︓00
※定員になり次第、締め切らせて頂きます。 ※エントリー締切後のエントリーの変更・キャンセルは出来ません。

【予選大会⽇程】各地エリア会場にて開催いたします。エリアごとに⽇程が決まっています。
●8⽉30⽇(火)  ◉中央（東京・千葉・埼⽟・神奈川） ●9⽉5⽇(⽉)  ◉東関東（福島・茨城・栃木） ◉北陸（⽯川・富⼭・福井） ◉東海（愛知・三重・静岡） ◉九州  ●9⽉6⽇(火)  ◉北海道

●9⽉12⽇(⽉)  ◉東北（⻘森・秋⽥・岩⼿・⼭形・宮城） ◉中部（⻑野・⼭梨・岐⾩） ◉関⻄（大阪・京都・奈良・滋賀・兵庫・和歌⼭） ◉四国 ●9⽉13⽇(火)  ◉沖縄
●9⽉19⽇(⽉)  ◉中国（広島・岡⼭・鳥取・島根・⼭口） ●9⽉26⽇(⽉)  ◉関越（群馬・新潟）

【決勝大会⽇程】11/15(火) 会場︓横浜武道館 で開催いたします。
※お問い合わせに関しましては、STYLING COLLECTIONオフィシャルサイトの「CONTACT」よりメールでお願いいたします。

※この競技は、各地の予選大会に出場し、予選を通過した選⼿のみが決勝大会に参加できる競技です。
※この競技は、予選大会、決勝大会ともに実際に「会場で⾏う」競技です。



NO 競技種目 出場資格 競技時間 競技規定

予選大会
\16,000

決勝大会
\26,000

出場費

SPC会員 一般

予選大会
\14,000

決勝大会
\24,000

そのような場合でも、エントリー費の返⾦はいたしませんことを予めご了承ください。
▼ エントリー後のキャンセルや、決勝大会出場を棄権する場合でも、エントリー費の返⾦はいたしませんので、予めご了承ください。

失格事項

6

トータル
クリエイティブ

（メンズモデル
＋

レディースモデル）
＜定員︓100名＞

理美容室勤務者
理美容経験者

（理美容専門学校在校⽣不可）

60分

【エントリーの流れ】
1︓エントリーシステムでエントリー ※オフィシャルWEB (http://www.styling-coliection.com) よりアクセス
2︓エントリー締切後、「エントリーNO」「LINE公式アカウントのQRコード」をエントリー時に⼊⼒した宛先に送付するので、必ずご確認ください（7⽉上旬頃送付予定）
3︓LINE公式アカウントのQRコードを確認後、指定期⽇までにLINE公式アカウントを友だち追加してください
4︓LINE公式アカウントを友だち追加後、LINE公式アカウント内でエントリーナンバーとエントリーした名前を送信してください
※エントリー締切後の競技に関する質問は、参加される「LINE公式アカウント」内でご質問ください
※指定の期⽇までに「LINE公式アカウント」の友達登録を⾏わない場合、失格となります

作品テーマ「2023年 春夏コレクション」

※競技種目の「メンズモデル」並びに「レディースモデル」とのダブルエントリーは出来ません
※「トータルクリエイティブ（メンズモデル＋レディースモデル）」にエントリーすると、「メンズモデル」「レディースモデル」でも審査対象となります
・トレンドを意識したパーマ、カラーを取り⼊れたコンクール作品として作りこんだ独創的なスタイル
・60分で男⼥各2名を仕上げる
・男⼥ペアのトータルでの審査を⾏います
・全体的に2cm以上カットすること
・選手はマスク着用 / モデルはマウスシールド着用
※フォト部門以外のダブルエントリーは出来ません

【審査に関して】
予選大会・決勝大会共に実際に会場で審査いたします
 
【予選大会通過者の決勝大会参加有無について】
1︓所属の各統括事務局より、予選通過者の情報並びに決勝大会出場の『有無確認』の連絡させていただきます(9⽉中予定)
2︓決勝進出される選手のエントリー費は、24,000円（SPC会員） / 26,000円（⼀般）と円となります ※各地統括大会で優勝された選手はエントリー費免除
3︓決勝進出される選手には大会運営より、予選で登録したLINEグループから個別に決勝大会用のLINE公式アカウント「QRコード」を送付します
4︓決勝大会用のLINE公式アカウント「QRコード」を確認後、選手の皆様は指定期⽇までにLINE公式アカウントを友だち追加してください
5︓決勝大会用のLINE公式アカウントを友だち追加後、LINE公式アカウント内でエントリーナンバーとエントリーした名前を送信してください
※予選大会同様に競技に関する質問は、参加される「LINE公式アカウント」内でご質問ください
※指定の期⽇までに決勝大会用の「LINE公式アカウント」の友達登録を⾏わない場合、失格となります

・全体的に2cm以上カットしていなかった場合
・競技時間終了後にモデルに触れていた場合
・LINE公式アカウント(予選時︓予選用/決勝時︓決勝用）に指定期⽇までに参加していなかった場合

STYLING COLLECTION 2022   【モデル部門】 トータルクリエイティブ（メンズモデル ＋ レディースモデル） 競技要項

▼ 新型コロナウイルス等による社会的状況により、予選大会・決勝大会を延期や中止にする場合がございます。

【エントリー期間】 6/1(⽔) 昼12︓00  〜  6/15(⽔) 昼12︓00
※定員になり次第、締め切らせて頂きます。 ※エントリー締切後のエントリーの変更・キャンセルは出来ません。

【予選大会⽇程】各地エリア会場にて開催いたします。エリアごとに⽇程が決まっています。
●8⽉30⽇(火)  ◉中央（東京・千葉・埼⽟・神奈川） ●9⽉5⽇(⽉)  ◉東関東（福島・茨城・栃木） ◉北陸（⽯川・富⼭・福井） ◉東海（愛知・三重・静岡） ◉九州  ●9⽉6⽇(火)  ◉北海道

●9⽉12⽇(⽉)  ◉東北（⻘森・秋⽥・岩⼿・⼭形・宮城） ◉中部（⻑野・⼭梨・岐⾩） ◉関⻄（大阪・京都・奈良・滋賀・兵庫・和歌⼭） ◉四国 ●9⽉13⽇(火)  ◉沖縄
●9⽉19⽇(⽉)  ◉中国（広島・岡⼭・鳥取・島根・⼭口） ●9⽉26⽇(⽉)  ◉関越（群馬・新潟）

【決勝大会⽇程】11/15(火) 会場︓横浜武道館 で開催いたします。
※お問い合わせに関しましては、STYLING COLLECTIONオフィシャルサイトの「CONTACT」よりメールでお願いいたします。

※この競技は、各地の予選大会に出場し、予選を通過した選⼿のみが決勝大会に参加できる競技です。
※この競技は、予選大会、決勝大会ともに実際に「会場で⾏う」競技です。



NO 競技種目 出場資格 競技時間

一般

予選大会
\10,000

決勝大会
\15,000

STYLING COLLECTION 2022   【モデル部門】 アイラッシュモデル 競技要項

出場費

60分

【エントリーの流れ】
1︓エントリーシステムでエントリー ※オフィシャルWEB (http://www.styling-coliection.com) よりアクセス
2︓エントリー締切後、「エントリーNO」「LINE公式アカウントのQRコード」をエントリー時に⼊⼒した宛先に送付するので、必ずご確認ください（7⽉上旬頃送付予定）
3︓LINE公式アカウントのQRコードを確認後、指定期⽇までにLINE公式アカウントを友だち追加してください
4︓LINE公式アカウントを友だち追加後、LINE公式アカウント内でエントリーナンバーとエントリーした名前を送信してください
※エントリー締切後の競技に関する質問は、参加される「LINE公式アカウント」内でご質問ください
※指定の期⽇までに「LINE公式アカウント」の友達登録を⾏わない場合、失格となります

競技規定

SPC会員

▼ 新型コロナウイルス等による社会的状況により、予選大会・決勝大会を延期や中止にする場合がございます。

【エントリー期間】 6/1(⽔) 昼12︓00  〜  6/15(⽔) 昼12︓00
※定員になり次第、締め切らせて頂きます。 ※エントリー締切後のエントリーの変更・キャンセルは出来ません。

【予選大会⽇程】各地エリア会場にて開催いたします。エリアごとに⽇程が決まっています。
●8⽉30⽇(火)  ◉中央（東京・千葉・埼⽟・神奈川） ●9⽉5⽇(⽉)  ◉東関東（福島・茨城・栃木） ◉北陸（⽯川・富⼭・福井） ◉東海（愛知・三重・静岡） ◉九州  ●9⽉6⽇(火)  ◉北海道

●9⽉12⽇(⽉)  ◉東北（⻘森・秋⽥・岩⼿・⼭形・宮城） ◉中部（⻑野・⼭梨・岐⾩） ◉関⻄（大阪・京都・奈良・滋賀・兵庫・和歌⼭） ◉四国 ●9⽉13⽇(火)  ◉沖縄
●9⽉19⽇(⽉)  ◉中国（広島・岡⼭・鳥取・島根・⼭口） ●9⽉26⽇(⽉)  ◉関越（群馬・新潟）

【決勝大会⽇程】11/15(火) 会場︓横浜武道館 で開催いたします。
※お問い合わせに関しましては、STYLING COLLECTIONオフィシャルサイトの「CONTACT」よりメールでお願いいたします。

※この競技は、各地の予選大会に出場し、予選を通過した選⼿のみが決勝大会に参加できる競技です。
※この競技は、予選大会、決勝大会ともに実際に「会場で⾏う」競技です。

予選大会
\8,000

決勝大会
\13,000

作品テーマ「似合わせデザインまつげ」
★モデルの雰囲気、目の形に合わせてアイラッシュの魅⼒が伝わる作品に仕上げる

※モデルは、⽪膚疾患、眼病のない健康な18 歳以上（男⼥国籍不問）
※装着時にモデルのコンタクトレンズを外すこと ※人工毛（エクステンション） 装着後のコンタクト装着は可
・カール︓⾃由、太さ︓⾃由、⻑さ︓⾃由、エクステ形状︓⾃由、エクステ⾊︓⿊、最低本数︓100本以上（⽚目︓50本以上）
・人工毛（エクステンション）グルー種類︓⾃由
・根元から1 ㎜程度離して装着すること
・毛同士が絡まないように装着すること
・60分の中で手指消毒、テープワーク、まつ毛エクステンションを両目に装着し、デザインを仕上げる
・競技中に道具を落とした場合は、消毒をしてから使⽤すること
・ライトやコンプレッサー（ブロアー）の使⽤は⾃由とする。必要な選手は各⾃で準備すること ※使⽤する場合は、1人につき2口まで
・服装は⾃由 ※但し、エプロンもしくは白衣を着⽤すること
・モデル⽤の枕や毛布は各⾃で⽤意すること
・競技前に撮影アングル「真正面ビフォー(開）【首から上】」を撮ること
・選手はマスク着⽤ / モデルはマウスシールド着⽤
※フォト部門以外のダブルエントリーは出来ません
 
【減点事項】
・基本本数以上ついていない場合
・競技開始後に⾃分の手指消毒を⾏わない場合
・根元から1ｍｍ程度あけていない場合
・競技開始前・終了後に手を加えてしまった場合

【審査に関して】
予選⼤会の作品審査は、競技終了後に作品を撮影し、指定の投稿フォームに送信いただいた「写真」で⾏ないます
※審査に必要な「写真アングル」は競技要項と共にWEBで事前に公開いたします
決勝⼤会の作品審査は、会場で審査いたします

【撮影アングル】※競技要項と共にアングル「例」はWEBに掲載しますのでご確認ください
合計︓3アングル
【1】真正面ビフォー(開）【首から上】※競技前に撮影
【2】真正面アフター(開）【首から上】※競技後に撮影
【3】両目アフター（閉）※競技後に撮影

【予選大会競技当⽇の流れ】
1︓競技開始前に撮影アングル「真正面ビフォー(開）【首から上】」を撮る
2︓各会場で競技スタート
3︓競技終了
4︓競技終了後、審査に必要なアングルを30分以内に撮影し、投稿フォームより送信する
 
【予選大会通過者の決勝大会参加有無について】
1︓所属の各統括事務局より、予選通過者の情報並びに決勝⼤会出場の『有無確認』の連絡させていただきます(9⽉中予定)
2︓決勝進出される選手のエントリー費は、13,000円（SPC会員） / 15,000円（⼀般）となります。※各地統括⼤会で優勝された選手はエントリー費免除
3︓決勝進出される選手には⼤会運営より、予選で登録したLINEグループから個別に決勝⼤会⽤のLINE公式アカウント「QRコード」を送付します
4︓決勝⼤会⽤のLINE公式アカウント「QRコード」を確認後、選手の皆様は指定期⽇までにLINE公式アカウントを友だち追加してください
5︓決勝⼤会⽤のLINE公式アカウントを友だち追加後、LINE公式アカウント内でエントリーナンバーとエントリーした名前を送信してください
※予選⼤会同様に競技に関する質問は、参加される「LINE公式アカウント」内でご質問ください
※指定の期⽇までに決勝⼤会⽤の「LINE公式アカウント」の友達登録を⾏わない場合、失格となります

【予選大会】
・競技時間終了後にモデルに触れていた場合
・LINE公式アカウントに指定期⽇までに参加していなかった場合
・撮影アングルが規定以外だった場合
・競技終了後に指定内容と枚数の写真を投稿フォームから制限時間内に投稿しなかった場合

【決勝大会】
・競技時間終了後にモデルに触れていた場合
・決勝⼤会⽤のLINE公式アカウントに指定期⽇までに参加していなかった場合

そのような場合でも、エントリー費の返⾦はいたしませんことを予めご了承ください。
▼ エントリー後のキャンセルや、決勝大会出場を棄権する場合でも、エントリー費の返⾦はいたしませんので、予めご了承ください。

失格事項
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アイラッシュ
モデル

＜定員︓100名＞

美容師免許取得者
（理美容専門学校在校⽣不可）



【サロン勤務者・経験者】アイラッシュモデル アングル 

 

  真正面ビフォー(開）【首から上】        真正面アフター(開）【首から上】 

※競技前に撮影              ※競技後に撮影 

 

 

 

 

 

 

 

 

両目アフター（閉） 

※競技後に撮影 

 

 

 

 

 

 

 



NO 競技種目 出場資格 競技時間 競技規定 出場費

予選大会
\8,000

決勝大会
\13,000

【予選大会】
・競技時間終了後にモデルに触れていた場合
・LINE公式アカウントに指定期日までに参加していなかった場合
・撮影アングルが規定以外だった場合
・競技終了後に指定内容と枚数の写真を投稿フォームから制限時間内に投稿しなかった場合

【決勝大会】
・競技時間終了後にモデルに触れていた場合
・左手5本にアートが施されていない場合
・決勝大会用のLINE公式アカウントに指定期日までに参加していなかった場合

作品テーマ「タイムリープ」

・ナチュラルネイルにテーマにあったオリジナルアートを施し、トップジェル（マットコート可）で仕上げる
・モデルの爪は、事前にネイルケア（プレパレーションまで）仕上げておく
・右手5本をコンテスト当日に仕上げる
・モデルの左手5本はテーマに沿ったネイルを事前に仕上げてくる ※予選大会の際は「右手のみ」を審査対象とするので、左手は仕上げなくて良い
・衛生的にテーブルセッティングを⾏うこと
・サンディングは競技時間内に⾏うこと
・サンディングは、ジェルメーカーに準ずる
・手指消毒から始めること
・リペアは自由（本数制限は無し）
・フリーエッジの⻑さは５ｍｍ程度
・使用する材料は光重合は「自由」とし、色・素材入りも「自由」
・ジェルのメーカーは「自由」とする
・当日、時間内にジェルで3D・エンボスの作成可
・使用するジェルは容器に入れたままセッティングする
・ベースカラー塗布は「自由」とする
・ベースコートは必ず塗布する
・エアーブラシ使用不可
・アートシールの使用は不可
・グリッター・ラメ・ホログラム・ラインストーン・ミラー・箔は使用可
・仕上げのオイル＆クリームの使用可能
・デザイン画の持込禁止
・競技者の爪に作品と同一のアートを施してはいけない
・使用できる電源は1人2口までとする
・モデルは各自で用意すること
・服装自由
・選手はマスク着用 / モデルはマウスシールド着用
※フォト部門以外のダブルエントリーは出来ません
 
【減点事項】
・競技開始時モデル,自⾝の消毒を⾏わなかった場合
・画面に映っているテーブルが衛生的ではない
・競技中に画面から何度も外れている
・競技開始前・終了後に手を加えてしまった場合

【審査に関して】
予選大会の作品審査は、競技終了後に作品を撮影し、指定の投稿フォームに送信いただいた「写真」で⾏ないます
※審査に必要な「写真アングル」は競技要項と共にWEBで事前に公開いたします
決勝大会の作品審査は、会場で審査いたします

【撮影アングル】※競技要項と共にアングル「例」はWEBに掲載しますのでご確認ください
合計︓4アングル
【1】上から
【2】正面（エッジ）
【3】右から
【4】左から

【予選大会競技当⽇の流れ】
1︓各会場で競技スタート
2︓競技終了
3︓競技終了後、審査に必要なアングルを30分以内に撮影し、投稿フォームより送信する

【予選大会作品投稿注意事項】
・予選大会の際は「右手のみ」を審査対象とするので、左手は仕上げなくて良い
・写真加工なし
 
【予選大会通過者の決勝大会参加有無について】
1︓所属の各統括事務局より、予選通過者の情報並びに決勝大会出場の『有無確認』の連絡させていただきます(9⽉中予定)
2︓決勝進出される選手のエントリー費は、13,000円（SPC会員） / 15,000円（一般）となります。※各地統括大会で優勝された選手はエントリー費免除
3︓決勝進出される選手には大会運営より、予選で登録したLINEグループから個別に決勝大会用のLINE公式アカウント「QRコード」を送付します
4︓決勝大会用のLINE公式アカウント「QRコード」を確認後、選手の皆様は指定期日までにLINE公式アカウントを友だち追加してください
5︓決勝大会用のLINE公式アカウントを友だち追加後、LINE公式アカウント内でエントリーナンバーとエントリーした名前を送信してください
※予選大会同様に競技に関する質問は、参加される「LINE公式アカウント」内でご質問ください
※指定の期日までに決勝大会用の「LINE公式アカウント」の友達登録を⾏わない場合、失格となります

そのような場合でも、エントリー費の返⾦はいたしませんことを予めご了承ください。
▼ エントリー後のキャンセルや、決勝大会出場を棄権する場合でも、エントリー費の返⾦はいたしませんので、予めご了承ください。

失格事項
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ネイルアート
モデル

＜定員︓100名＞

ネイルサロン勤務者
ネイルサロン経験者
ネイルスクール在校生
（サロン経験がある方）
（美容専門学校在校生不可）

60分

【エントリーの流れ】
1︓エントリーシステムでエントリー ※オフィシャルWEB (http://www.styling-coliection.com) よりアクセス
2︓エントリー締切後、「エントリーNO」「LINE公式アカウントのQRコード」をエントリー時に⼊⼒した宛先に送付するので、必ずご確認ください（7⽉上旬頃送付予定）
3︓LINE公式アカウントのQRコードを確認後、指定期⽇までにLINE公式アカウントを友だち追加してください
4︓LINE公式アカウントを友だち追加後、LINE公式アカウント内でエントリーナンバーとエントリーした名前を送信してください
※エントリー締切後の競技に関する質問は、参加される「LINE公式アカウント」内でご質問ください
※指定の期⽇までに「LINE公式アカウント」の友達登録を⾏わない場合、失格となります

SPC会員 一般

予選大会
\10,000

決勝大会
\15,000

STYLING COLLECTION 2022   【モデル部門】 ネイルアートモデル 競技要項

▼ 新型コロナウイルス等による社会的状況により、予選大会・決勝大会を延期や中止にする場合がございます。

【エントリー期間】 6/1(⽔) 昼12︓00  〜  6/15(⽔) 昼12︓00
※定員になり次第、締め切らせて頂きます。 ※エントリー締切後のエントリーの変更・キャンセルは出来ません。

【予選大会⽇程】各地エリア会場にて開催いたします。エリアごとに⽇程が決まっています。
●8⽉30⽇(火)  ◉中央（東京・千葉・埼⽟・神奈川） ●9⽉5⽇(⽉)  ◉東関東（福島・茨城・栃木） ◉北陸（⽯川・富⼭・福井） ◉東海（愛知・三重・静岡） ◉九州  ●9⽉6⽇(火)  ◉北海道

●9⽉12⽇(⽉)  ◉東北（⻘森・秋⽥・岩⼿・⼭形・宮城） ◉中部（⻑野・⼭梨・岐⾩） ◉関⻄（大阪・京都・奈良・滋賀・兵庫・和歌⼭） ◉四国 ●9⽉13⽇(火)  ◉沖縄
●9⽉19⽇(⽉)  ◉中国（広島・岡⼭・鳥取・島根・⼭口） ●9⽉26⽇(⽉)  ◉関越（群馬・新潟）

【決勝大会⽇程】11/15(火) 会場︓横浜武道館 で開催いたします。
※お問い合わせに関しましては、STYLING COLLECTIONオフィシャルサイトの「CONTACT」よりメールでお願いいたします。

※この競技は、各地の予選大会に出場し、予選を通過した選⼿のみが決勝大会に参加できる競技です。
※この競技は、予選大会、決勝大会ともに実際に「会場で⾏う」競技です。



【サロン勤務者・経験者】ネイルアートモデル アングル 

 

 

      上から                   正面（エッジ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

        右から                   左から 

      

 

 

 

 

 



NO 競技種目 出場資格 競技時間 競技規定

そのような場合でも、エントリー費の返⾦はいたしませんことを予めご了承ください。
▼ エントリー後のキャンセルや、決勝⼤会出場を棄権する場合でも、エントリー費の返⾦はいたしませんので、予めご了承ください。

失格事項

＜１次競技＞
メイク・セット

60分

＜２次競技＞
補正〜⻑襦袢

20分

＜３次競技＞
着付

20分

【エントリーの流れ】
1︓エントリーシステムでエントリー ※オフィシャルWEB (http://www.styling-coliection.com) よりアクセス
2︓エントリー締切後、「エントリーNO」「LINE公式アカウントのQRコード」をエントリー時に⼊⼒した宛先に送付するので、必ずご確認ください（7⽉上旬頃送付予定）
3︓LINE公式アカウントのQRコードを確認後、指定期⽇までにLINE公式アカウントを友だち追加してください
4︓LINE公式アカウントを友だち追加後、LINE公式アカウント内でエントリーナンバーとエントリーした名前を送信してください
※エントリー締切後の競技に関する質問は、参加される「LINE公式アカウント」内でご質問ください
※指定の期⽇までに「LINE公式アカウント」の友達登録を⾏わない場合、失格となります

SPC会員
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成人式ヘア
＆

メイク
＆

着付

＜定員︓100名＞

理美容室勤務者
理美容経験者

（理美容専門学校在校⽣不可）

出場費

一般

予選⼤会
\10,000

決勝⼤会
\15,000

予選⼤会
\8,000

決勝⼤会
\13,000

・成⼈式の品位あるヘア・メイク・着付の技術⼒とトータルバランスを競技する
・選⼿は1⼈でモデルにヘア・メイク・着付を⾏う
・振袖・袋帯を使用する
・モデルはプロ・アマ問わないが、SNSや雑誌などに掲載可能であること
・⻑襦袢、着物の衿とじは前もって済ませて会場⼊りする
・1次競技・・・競技会場にてメイク・セットを60分で⾏う。
・2次競技・・・控室にて補正〜⻑襦袢までを20分で⾏う。
・3次競技・・・競技会場にて着付を⾏い、時間内に草履を履かせ、ポージングまでを⾏う。
・電気器具はコードレス器具のみ使用可
・競技者の服装は上は⽩のシャツかブラウス。下は⿊のパンツとする（パンツの素材は問わない）
・選⼿はマスク着用 / モデルはマウスシールド着用
※フォト部門以外のダブルエントリーは出来ません

【詳細要項】
この競技は上記内容以外に詳細要項があります
※競技要項と共に「詳細要項」の内容をWEBに掲載しますのでご確認ください
 
【減点事項】
競技要項と詳細要項に記載の内容に反した場合

【審査に関して】
予選⼤会の作品審査は、競技終了後に作品を撮影し、指定の投稿フォームに送信いただいた「写真」で⾏ないます
※審査に必要な「写真アングル」は競技要項と共にWEBで事前に公開いたします
決勝⼤会の作品審査は、会場で審査いたします

【撮影アングル】※競技要項と共にアングル「例」はWEBに掲載しますのでご確認ください
合計︓5アングル
【1】前（全身）
【2】右横（全身）
【3】左横（全身）
【4】後ろ（全身）
【5】前（バストアップ）

【予選⼤会競技当⽇の流れ】
1︓各会場で競技スタート
2︓競技終了
3︓競技終了後、審査に必要なアングルを30分以内に撮影し、投稿フォームより送信する ※マウスシールドは外した状態で撮影する。
 
【予選⼤会通過者の決勝⼤会参加有無について】
1︓所属の各統括事務局より、予選通過者の情報並びに決勝⼤会出場の『有無確認』の連絡させていただきます(9⽉中予定)
2︓決勝進出される選⼿のエントリー費は、13,000円（SPC会員） / 15,000円（⼀般）となります。※各地統括⼤会で優勝された選⼿はエントリー費免除
3︓決勝進出される選⼿には⼤会運営より、予選で登録したLINEグループから個別に決勝⼤会用のLINE公式アカウント「QRコード」を送付します
4︓決勝⼤会用のLINE公式アカウント「QRコード」を確認後、選⼿の皆様は指定期⽇までにLINE公式アカウントを友だち追加してください
5︓決勝⼤会用のLINE公式アカウントを友だち追加後、LINE公式アカウント内でエントリーナンバーとエントリーした名前を送信してください
※予選⼤会同様に競技に関する質問は、参加される「LINE公式アカウント」内でご質問ください
※指定の期⽇までに決勝⼤会用の「LINE公式アカウント」の友達登録を⾏わない場合、失格となります

【予選⼤会】
・選⼿以外がヘア・メイク・着付を補助した場合
・LINE公式アカウントに指定期⽇までに参加していなかった場合
・撮影アングルが規定以外だった場合
・競技終了後に指定内容と枚数の写真を投稿フォームから制限時間内に投稿しなかった場合

【決勝⼤会】
・選⼿以外がヘア・メイク・着付を補助した場合
・競技時間終了後にモデルに触れていた場合
・移動中に作品を⼿直しした場合
・決勝⼤会用のLINE公式アカウントに指定期⽇までに参加していなかった場合

STYLING COLLECTION 2022   【モデル部門】 成人式 ヘア＆メイク＆着付 競技要項

●9⽉19⽇(⽉)  ◉中国（広島・岡山・鳥取・島根・山口） ●9⽉26⽇(⽉)  ◉関越（群馬・新潟）

【決勝⼤会⽇程】11/15(⽕) 会場︓横浜武道館 で開催いたします。
※お問い合わせに関しましては、STYLING COLLECTIONオフィシャルサイトの「CONTACT」よりメールでお願いいたします。

※この競技は、各地の予選⼤会に出場し、予選を通過した選手のみが決勝⼤会に参加できる競技です。

▼ 新型コロナウイルス等による社会的状況により、予選⼤会・決勝⼤会を延期や中止にする場合がございます。

【エントリー期間】 6/1(⽔) 昼12︓00  〜  6/15(⽔) 昼12︓00
※定員になり次第、締め切らせて頂きます。 ※エントリー締切後のエントリーの変更・キャンセルは出来ません。

【予選⼤会⽇程】各地エリア会場にて開催いたします。エリアごとに⽇程が決まっています。
●8⽉30⽇(⽕)  ◉中央（東京・千葉・埼⽟・神奈川） ●9⽉5⽇(⽉)  ◉東関東（福島・茨城・栃木） ◉北陸（⽯川・富山・福井） ◉東海（愛知・三重・静岡） ◉九州  ●9⽉6⽇(⽕)  ◉北海道

●9⽉12⽇(⽉)  ◉東北（⻘森・秋⽥・岩手・山形・宮城） ◉中部（⻑野・山梨・岐⾩） ◉関⻄（⼤阪・京都・奈良・滋賀・兵庫・和歌山） ◉四国 ●9⽉13⽇(⽕)  ◉沖縄

※この競技は、予選⼤会、決勝⼤会ともに実際に「会場で⾏う」競技です。



（1）課題の内容
● 成⼈式⽤の中振袖の着付(六通または全通の袋帯使⽤)及びセット、メイクを⾏う。帯結びは⾃由とする
● 成⼈式の品位あるヘア・メイク・着付の技術⼒とトータルバランスの完成度を競技する

（2）競技規定
● ヘア＆メイクの競技、ボディ補正、⻑襦袢着付までの競技、振袖着付・帯結びの競技に分けて⾏う
● 選⼿は⼀⼈でヘア・メイク・着付を⾏う
● モデルは⼈体とし、プロ・アマは問わないが、SNS や雑誌などに掲載可能であること
● 選⼿はマスク着⽤、モデルはマウスシールドを着⽤
●  選⼿の服装は上⾐は⽩のシャツやブラウス、下は⿊のパンツ（素材は問わない）。
  シンプルで清潔な服装であること（肌の露出の多いものや、透けるもの、ヒラヒラするものは禁⽌する。帽⼦、
  スカーフ、ショール、アクセサリーも禁⽌とする。）

（3）競技時間
1次競技・・・競技会場にてメイク、ヘアセットを60分で⾏う
2次競技・・・控室にて補正〜⻑襦袢までの20分で⾏う
3次競技・・・競技会場にて着付を⾏い、草履を履かせてポーズ付けまでを20分で⾏う

メイク、ヘアセット開始時には、⽴ったまま「お願い致します」、着付時には、⾐装敷の左後ろに正座したまま
「お願い致します」と挨拶してから、競技に入る。

（4）競技用具の準備 (選手が準備するもの)
① 中振袖(重ね衿または比翼つき)
② 袋帯(六通または全通)
③ 草履
④ ⻑襦袢
⑤ 帯締め、帯あげ
⑥ ヘア⽤具⼀式
⑦ 化粧品⼀式
⑧ ⾐裳敷き(120cm x 180cm以内)
⑨ ⾐装箱（通常の⾐裳箱及びそれに準ずる箱を必ず持参し、大きさは縦44㎝×横64㎝×高さ25㎝以内とする）
  ※プラスチックの⾐裳ケースや⼿さげ型の⾐裳ケースは除く
⑩ 小物付属品
  ⾜袋・肌襦袢、裾よけ（もしくはワンピース型の肌襦袢）・腰紐（5本〜6本）・帯枕・仮ひも
  （変り結び⽤）・ボディ補正⽤具・前帯板と後ろ帯板（ゴム付きは不可）・クリップ類・伊達巻き2本
  (⻑襦袢及び着物⽤)
⑪ ガウン（競技会場でメイク・セットをする時に必ず着⽤する。色は無地で、肌色に馴染む明るめの色を使⽤
  すること・ガウンの下は肌襦袢・⾜袋は着⽤のこと。）
⑫ ガウンの上にはクロスやケープはせず、必ず前、後ろに⽩のタオルをかける。(バスローブは禁⽌)
⑬ 椅⼦に座った時に膝が⾒える⻑さのガウンの⽅は、ひざ掛けを⽤意してくる（ひざ掛けは⽩で無地に限る）

2022年度版 成⼈式ヘア＆メイク＆着付 詳細要項
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（５） 着付け競技に関する注意事項
① 衿とじは、事前にやってくること
② ものさし、メジャーの使⽤は認めない
③ 助⼿の使⽤は⼀切認めない
④ クリップを留めるための、ポーチや腰⽤のエプロンの使⽤は認めるが、タイム前にそれらにクリップを留めること
  は認めない（スタート後はＯＫ）
⑤ ブラジャーの使⽤は認めない。和装⽤のブラジャーは使⽤可（補正付は禁⽌）
⑥  胸をつぶすための補正やガーゼは使⽤して良い
⑦  極端に完成されたボディ補正道具の使⽤は認めない
⑧  補正を⽌めるための、テープや包帯⽌めは使⽤可
⑨ ボディ補正のパットやタオルはとじ付けてあってはいけない
⑩ ひも付きのおしりパットも不可
⑪ 帯や着物などに糸印をつけておくことは認めない
⑫ モデルが、ひも、伊達巻、帯などを結ぶことは認めない(ただし、ひも、帯あげなどを、腕にかけたり、⼿に持つ
  ことは差し支えない。)
⑬ モデルが、袖、衿元、裾などを修正すること、衿合わせを押さえることは認めない（但し、たもとを持ち上げるこ
  とは差し支えない）
⑭ 帯に形付けをしたり、帯結びの課程につながる過度のたたみ⽅は認めない
⑮ 袖の板紙使⽤は、撮影時は良いが、競技の際の使⽤は認めない
⑯ 帯飾りは禁⽌
⑰ 帯あげは出来上がりが「入」の字型とする。帯締めは中心で結ぶこと
⑱ 競技終了後、選⼿はモデルに⼀切触れてはならない
⑲ 草履を履いて審査を⾏い、審査中のモデルは、両⼿を軽く広げ、おはしょりが隠れないポーズをとる 
  （草履を履かせて、ポーズ付けまでをタイムとする）

（６） 衣裳類の禁止事項
1︓中振袖  ①⾝幅にアールをつけて胴部を絞った仕⽴ては認めない
      ②おはしょり紙は使⽤禁⽌とする
      ③重衿は着物の衿に付けること

2︓⻑襦袢  ①衿は⾃由とするが、半衿は必ず縫い付ける
      ②後衿の⼒布は使ってはいけない
      ③特殊加⼯をほどこした衿や刺繍の入った衿は認めない

3︓帯    ①ひだの折り癖がつけられているものは認めない

4︓小物   ①コーリンベルトの使⽤は認めない
      ②帯飾りは禁⽌とする

（7） ヘア・メイクに関する注意事項
① アミカラー等は事前に巻いて控室に入場し、競技開始までに外しておく
② メイクは下地クリームもしくはファンデーションから開始する。化粧水・乳液は競技前につけておいてOKとする
③ モデル⾃⾝による化粧施術は、競技中はもとより、控室でも禁⽌する
④ アイテープ及び、つけまつ毛を事前につけてくること、競技中にモデルがつけることを禁⽌する
⑤ まつ毛エクステは禁⽌とする
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⑥ モデルがセットのブラシ・ピンなどを選⼿に渡すこと、メイクのブラシ・筆などを選⼿に渡すこと
  は禁⽌とする
⑦ 髪飾りの使⽤は良い。ただし、ヘアピースの個数は1個とし、頭部の1/3以上を覆ってはならない
⑧ まげや、おだんご、編み込みなど、あらかじめ形を作ってくることを禁⽌する。
⑨ 形の作られたすき毛、かつらやヘアピースの使⽤は認めない。
⑩ 控室、競技会場での電源は使⽤出来ない。コンセント不要の電気器具については使⽤を認める。

（8）その他の注意事項
① 競技中に選⼿同士またはモデル、観客と会話等をしてはならない。またアドバイスも受けてはならない
② 競技中道具の貸し借りをしてはならない
③ 競技中、他の選⼿に迷惑をかけるような⾔動、及び監視員の指⽰に従わない等の⾏為は禁⽌とする
④ タイムを計るためのタイマー、時計は音の出ない物に限る
⑤ 競技中に選⼿が時計、ブレスレット、指輪を⾝につけてはいけない
⑥ 控室にはモデル及び出場者本⼈以外の⽴入りを禁⽌する
⑦ 補正及びメイクに使うタオルも⽩に限る
⑧ 競技⽤具は、大会当⽇の朝、競技が始まる前に、監視委員が厳重に点検を⾏う
⑨ 忘れものの申告は監視委員を通すこと

（9）審査時の注意事項
予選大会の審査は作品をスマホで撮影していただき、審査員は写真にて審査します
① 競技終了後、所定の場所にてモデルのマウスシールドを外し、選⼿のスマホにて写真を撮る
② 予め決めれられたアングルを撮影する（5枚）
  ※撮影時に、撮影アングルを作る為にモデルや作品に触れることはありとします
  ※マウスシールドによるヘアやメイクの乱れを⼿直しすることはありとします
  ※衿を直したり、おはしょりを直す等の、明らかに修正するような⾏為はおやめください
③ 競技終了後、30分以内に撮影をし、投稿フォームより送信を完了させてください
  ※送信には電波の環境により時間がかかることがあります。撮影は１５分程度で終了させる事をおすすめします

（10）減点事項
① 作品が時間内に完成しなかった場合
② 忘れ物をした場合 
③ 競技時間以外に、作品を修正した場合
④ 上記禁⽌事項や、注意事項を守らなかった場合
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【競技会場 たとう紙、衣装箱、選手靴、モデル草履の配置図】
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【サロン勤務者・経験者】成人式ヘア＆メイク＆着付 アングル 
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NO 競技種目 出場資格 競技時間 失格事項

▼ 新型コロナウイルス等による社会的状況により、決勝大会を延期や中止にする場合がございます。

一般

予選大会
\6,000

決勝大会
\7,000

出場費

11

フォト

アート

＜定員︓100名＞

理美容室勤務者
理美容室経験者
（理美容専門学校⽣不可）

-

【エントリーの流れ】
1︓エントリーシステムでエントリー ※オフィシャルWEB (http://www.styling-coliection.com) よりアクセス
2︓エントリー締切後、「エントリーNO」をエントリー時に⼊⼒した宛先に送付するので、必ずご確認ください（7⽉上旬送付予定）
3︓作品を完成させ、画像投稿期間内 (7/15(⾦) 昼12:00  〜  7/29(⾦) 昼12:00) に作品をシステムに投稿ください。※投稿のやり⽅はWEBに掲載します
4︓投稿後、⼊⼒したメールアドレスに投稿完了のメールが届きます。これで投稿完了です
※エントリー締切後の競技に関する質問は、画像競技専⽤のアドレスにお問い合わせください

STYLING COLLECTION 2022   【フォト部門】フォト アート 競技要項

・規定通りに作品を投稿しなかった場合
・投稿期限を越えて作品を投稿した場合

競技規定

予選大会
\4,000

決勝大会
\5,000

作品テーマ「各自設定」
※テーマは写真を投稿する時に投稿フォームに⼊⼒してください

※この競技はモデルを使用した競技です
※フォト部門は何点でも作品エントリー可能です
※モデルは男⼥どちらでも可
・ヘア、メイクの統⼀性を意識した⾃由な発想による独創的な作品
・芸術的感性を活かした作品
・アングルは⾃由
・モデルのメイク・装飾・衣装・背景は⾃由
・⾃分のテーマを作る
・写真の投稿は、2022/7/15（⾦）昼12時〜 2022/7/29（⾦）昼12時までに⾏うこと
・結果発表は、2022/11/15に横浜武道館で発表 ※予選大会で表彰ならびに⼊賞された作品より選ばれます
 
【予選大会通過者の決勝大会参加有無について】
1︓所属の各統括事務局より、予選通過者の情報並びに決勝大会出場の『有無確認』の連絡させていただきます(9⽉中予定)
2︓決勝進出される作品のエントリー費は、1作品5,000円（SPC会員） / 7,000円（⼀般）となります ※各地統括大会で優勝した作品はエントリー費免除

SPC会員

そのような場合でも、エントリー費の返⾦はいたしませんことを予めご了承ください。
▼ エントリー後のキャンセルや、決勝大会出場を棄権する場合でも、エントリー費の返⾦はいたしませんので、予めご了承ください。

【エントリー期間】 6/1(⽔) 昼12︓00  〜  6/15(⽔) 昼12︓00
※定員になり次第、締め切らせて頂きます。 ※エントリー締切後のエントリーの変更・キャンセルは出来ません。

【画像投稿期間】 7/15(⾦) 昼12:00  〜  7/29(⾦) 昼12:00
                                                                                        ※お問い合わせに関しましては、STYLING COLLECTIONオフィシャルサイトの「CONTACT」よりメールでお願いいたします。

【結果発表】11/15(⽕) 会場︓横浜武道館 で発表いたします。※予選大会で表彰ならびに⼊賞された作品より選ばれます。

※この競技は、エントリー後、画像投稿期間内にシステムより投稿した作品が審査対象となります。
※この競技は、画像を投稿する競技になります。



NO 競技種目 出場資格 競技時間 失格事項

一般

予選大会
\6,000

決勝大会
\7,000

出場費

12

フォト

サロンスタイル
メンズ

＜定員︓100名＞

理美容室勤務者
理美容室経験者
（理美容専門学校⽣不可）

-

【エントリーの流れ】
1︓エントリーシステムでエントリー ※オフィシャルWEB (http://www.styling-coliection.com) よりアクセス
2︓エントリー締切後、「エントリーNO」をエントリー時に⼊⼒した宛先に送付するので、必ずご確認ください（7⽉上旬送付予定）
3︓作品を完成させ、画像投稿期間内 (7/15(⾦) 昼12:00  〜  7/29(⾦) 昼12:00) に作品をシステムに投稿ください。※投稿のやり⽅はWEBに掲載します
4︓投稿後、⼊⼒したメールアドレスに投稿完了のメールが届きます。これで投稿完了です
※エントリー締切後の競技に関する質問は、画像競技専⽤のアドレスにお問い合わせください

競技規定

STYLING COLLECTION 2022   【フォト部門】フォト サロンスタイルメンズ 競技要項

※この競技は、エントリー後、画像投稿期間内にシステムより投稿した作品が審査対象となります。
※この競技は、画像を投稿する競技になります。

▼ 新型コロナウイルス等による社会的状況により、決勝大会を延期や中止にする場合がございます。
そのような場合でも、エントリー費の返⾦はいたしませんことを予めご了承ください。

【エントリー期間】 6/1(⽔) 昼12︓00  〜  6/15(⽔) 昼12︓00
※定員になり次第、締め切らせて頂きます。 ※エントリー締切後のエントリーの変更・キャンセルは出来ません。

【画像投稿期間】 7/15(⾦) 昼12:00  〜  7/29(⾦) 昼12:00
                                                                                        ※お問い合わせに関しましては、STYLING COLLECTIONオフィシャルサイトの「CONTACT」よりメールでお願いいたします。

【結果発表】11/15(⽕) 会場︓横浜武道館 で発表いたします。※予選大会で表彰ならびに⼊賞された作品より選ばれます。

▼ エントリー後のキャンセルや、決勝大会出場を棄権する場合でも、エントリー費の返⾦はいたしませんので、予めご了承ください。

予選大会
\4,000

決勝大会
\5,000

作品テーマ「2023年春夏トレンドコレクション」

※この競技はモデルを使用した競技です
※フォト部門は何点でも作品エントリー可能です
・ヘア、メイクの統⼀性と2023年トレンドを意識したサロンスタイルを表現した作品であること
・アングルは自由
・モデルのメイク・装飾・衣装・背景は自由
・写真の投稿は、2022/7/15（⾦）昼12時〜 2022/7/29（⾦）昼12時までに⾏うこと
・結果発表は、2022/11/15に横浜武道館で発表 ※予選大会で表彰ならびに入賞された作品より選ばれます
 
【予選大会通過者の決勝大会参加有無について】
1︓所属の各統括事務局より、予選通過者の情報並びに決勝大会出場の『有無確認』の連絡させていただきます(9⽉中予定)
2︓決勝進出される作品のエントリー費は、1作品5,000円（SPC会員） / 7,000円（⼀般）となります ※各地統括大会で優勝した作品はエントリー費免除

・規定通りに作品を投稿しなかった場合
・投稿期限を越えて作品を投稿した場合

SPC会員



NO 競技種目 出場資格 競技時間 失格事項

一般

予選大会
\6,000

決勝大会
\7,000

出場費

13

フォト

サロンスタイル
レディース

＜定員︓100名＞

理美容室勤務者
理美容室経験者
（理美容専門学校⽣不可）

-

【エントリーの流れ】
1︓エントリーシステムでエントリー ※オフィシャルWEB (http://www.styling-coliection.com) よりアクセス
2︓エントリー締切後、「エントリーNO」をエントリー時に⼊⼒した宛先に送付するので、必ずご確認ください（7⽉上旬送付予定）
3︓作品を完成させ、画像投稿期間内 (7/15(⾦) 昼12:00  〜  7/29(⾦) 昼12:00) に作品をシステムに投稿ください。※投稿のやり⽅はWEBに掲載します
4︓投稿後、⼊⼒したメールアドレスに投稿完了のメールが届きます。これで投稿完了です
※エントリー締切後の競技に関する質問は、画像競技専⽤のアドレスにお問い合わせください

競技規定

STYLING COLLECTION 2022   【フォト部門】フォト サロンスタイルレディース 競技要項

※この競技は、エントリー後、画像投稿期間内にシステムより投稿した作品が審査対象となります。
※この競技は、画像を投稿する競技になります。

▼ 新型コロナウイルス等による社会的状況により、決勝大会を延期や中止にする場合がございます。
そのような場合でも、エントリー費の返⾦はいたしませんことを予めご了承ください。

【エントリー期間】 6/1(⽔) 昼12︓00  〜  6/15(⽔) 昼12︓00
※定員になり次第、締め切らせて頂きます。 ※エントリー締切後のエントリーの変更・キャンセルは出来ません。

【画像投稿期間】 7/15(⾦) 昼12:00  〜  7/29(⾦) 昼12:00
                                                                                        ※お問い合わせに関しましては、STYLING COLLECTIONオフィシャルサイトの「CONTACT」よりメールでお願いいたします。

【結果発表】11/15(⽕) 会場︓横浜武道館 で発表いたします。※予選大会で表彰ならびに⼊賞された作品より選ばれます。

▼ エントリー後のキャンセルや、決勝大会出場を棄権する場合でも、エントリー費の返⾦はいたしませんので、予めご了承ください。

予選大会
\4,000

決勝大会
\5,000

作品テーマ「2023年春夏トレンドコレクション」

※この競技はモデルを使用した競技です
※フォト部門は何点でも作品エントリー可能です
・ヘア、メイクの統⼀性と2023年トレンドを意識したサロンスタイルを表現した作品であること
・アングルは自由
・モデルのメイク・装飾・衣装・背景は自由
・写真の投稿は、2022/7/15（⾦）昼12時〜 2022/7/29（⾦）昼12時までに⾏うこと
・結果発表は、2022/11/15に横浜武道館で発表 ※予選大会で表彰ならびに入賞された作品より選ばれます

 
【予選大会通過者の決勝大会参加有無について】
1︓所属の各統括事務局より、予選通過者の情報並びに決勝大会出場の『有無確認』の連絡させていただきます(9⽉中予定)
2︓決勝進出される作品のエントリー費は、1作品5,000円（SPC会員） / 7,000円（⼀般）となります ※各地統括大会で優勝した作品はエントリー費免除

・規定通りに作品を投稿しなかった場合
・投稿期限を越えて作品を投稿した場合

SPC会員



NO 競技種目 出場資格 競技時間 失格事項

一般

予選大会
\6,000

決勝大会
\7,000

出場費

14

フォト

アイラッシュ
モデル

＜定員︓100名＞

美容師免許取得者
（理美容専門学校在校⽣不可）

-

【エントリーの流れ】
1︓エントリーシステムでエントリー ※オフィシャルWEB (http://www.styling-coliection.com) よりアクセス
2︓エントリー締切後、「エントリーNO」をエントリー時に⼊⼒した宛先に送付するので、必ずご確認ください（7⽉上旬送付予定）
3︓作品を完成させ、画像投稿期間内 (7/15(⾦) 昼12:00  〜  7/29(⾦) 昼12:00) に作品をシステムに投稿ください。※投稿のやり⽅はWEBに掲載します
4︓投稿後、⼊⼒したメールアドレスに投稿完了のメールが届きます。これで投稿完了です
※エントリー締切後の競技に関する質問は、画像競技専⽤のアドレスにお問い合わせください

競技規定

STYLING COLLECTION 2022   【フォト部門】フォト アイラッシュモデル 競技要項

※この競技は、エントリー後、画像投稿期間内にシステムより投稿した作品が審査対象となります。
※この競技は、画像を投稿する競技になります。

▼ 新型コロナウイルス等による社会的状況により、決勝大会を延期や中止にする場合がございます。
そのような場合でも、エントリー費の返⾦はいたしませんことを予めご了承ください。

【エントリー期間】 6/1(⽔) 昼12︓00  〜  6/15(⽔) 昼12︓00
※定員になり次第、締め切らせて頂きます。 ※エントリー締切後のエントリーの変更・キャンセルは出来ません。

【画像投稿期間】 7/15(⾦) 昼12:00  〜  7/29(⾦) 昼12:00
                                                                                        ※お問い合わせに関しましては、STYLING COLLECTIONオフィシャルサイトの「CONTACT」よりメールでお願いいたします。

【結果発表】11/15(⽕) 会場︓横浜武道館 で発表いたします。※予選大会で表彰ならびに⼊賞された作品より選ばれます。

▼ エントリー後のキャンセルや、決勝大会出場を棄権する場合でも、エントリー費の返⾦はいたしませんので、予めご了承ください。

予選大会
\4,000

決勝大会
\5,000

作品テーマ「各自設定」
※テーマは写真を投稿する時に投稿フォームに⼊⼒してください
★基本技術だけでなく、アイデザイナーとして必要な【感性】と【表現⼒】を活かしてアイラッシュの魅⼒が伝わる作品を作ること

※フォト部門は何点でも作品エントリー可能です
※モデルは、⽪膚疾患、眼病のない健康な18 歳以上（男⼥国籍不問）
・カール︓⾃由、太さ︓⾃由、⻑さ︓⾃由、エクステ形状︓⾃由、エクステ⾊︓⾃由、指定本数︓⾃由
・⼈⼯⽑（エクステンション）グルー種類︓⾃由
※カラー⼈⼯⽑（エクステンション）を使いカラフルに仕上げても、⿊⼀⾊で仕上げてもOK
・根元から1 ㎜程度離して装着すること
・メイク、ヘア、作成したパーツ、市販アクセサリーの使用可 ※装飾としてカラーコンタクトの使用可
・写真の投稿は、2022/7/15（⾦）昼12時〜 2022/7/29（⾦）昼12時までに⾏うこと
・結果発表は、2022/11/15に横浜武道館で発表 ※予選大会で表彰ならびに⼊賞された作品より選ばれます
 
【減点事項】
・根元から1ｍｍ程度あけていない場合

【撮影アングル】※競技要項と共にアングル「例」はWEBに掲載しますのでご確認ください
合計︓4アングル
【1】右目アップ(開）
【2】左目アップ(開）
【3】真正面アフター(開）【首から上】
【4】上半身（ポージング）
 
【予選大会通過者の決勝大会参加有無について】
1︓所属の各統括事務局より、予選通過者の情報並びに決勝大会出場の『有無確認』の連絡させていただきます(9⽉中予定)
2︓決勝進出される作品のエントリー費は、1作品5,000円（SPC会員） / 7,000円（⼀般）となります ※各地統括大会で優勝した作品はエントリー費免除

・規定通りに作品を投稿しなかった場合
・投稿期限を越えて作品を投稿した場合

SPC会員



【サロン勤務者・経験者】フォト アイラッシュモデル アングル 

 

     右目アップ（開）              左目アップ（開）  

 

 

 

 

 

 

 

  真正面アフター（開）【首から上】      上半身（ポージング） 

      

 

 

 

 

 



NO 競技種目 出場資格 競技時間 失格事項

一般

予選大会
\6,000

決勝大会
\7,000

出場費

15

フォト

ネイル
プラスティクス

ハンド

＜定員︓100名＞

ネイルサロン勤務者
ネイルサロン経験者

-

【エントリーの流れ】
1︓エントリーシステムでエントリー ※オフィシャルWEB (http://www.styling-coliection.com) よりアクセス
2︓エントリー締切後、「エントリーNO」をエントリー時に⼊⼒した宛先に送付するので、必ずご確認ください（7⽉上旬送付予定）
3︓作品を完成させ、画像投稿期間内 (7/15(⾦) 昼12:00  〜  7/29(⾦) 昼12:00) に作品をシステムに投稿ください。※投稿のやり⽅はWEBに掲載します
4︓投稿後、⼊⼒したメールアドレスに投稿完了のメールが届きます。これで投稿完了です
※エントリー締切後の競技に関する質問は、画像競技専⽤のアドレスにお問い合わせください

競技規定

STYLING COLLECTION 2022   【フォト部門】フォト ネイルプラクティスハンド 競技要項

※この競技は、エントリー後、画像投稿期間内にシステムより投稿した作品が審査対象となります。
※この競技は、画像を投稿する競技になります。

▼ 新型コロナウイルス等による社会的状況により、決勝大会を延期や中止にする場合がございます。
そのような場合でも、エントリー費の返⾦はいたしませんことを予めご了承ください。

【エントリー期間】 6/1(⽔) 昼12︓00  〜  6/15(⽔) 昼12︓00
※定員になり次第、締め切らせて頂きます。 ※エントリー締切後のエントリーの変更・キャンセルは出来ません。

【画像投稿期間】 7/15(⾦) 昼12:00  〜  7/29(⾦) 昼12:00
                                                                                        ※お問い合わせに関しましては、STYLING COLLECTIONオフィシャルサイトの「CONTACT」よりメールでお願いいたします。

【結果発表】11/15(⽕) 会場︓横浜武道館 で発表いたします。※予選大会で表彰ならびに⼊賞された作品より選ばれます。

▼ エントリー後のキャンセルや、決勝大会出場を棄権する場合でも、エントリー費の返⾦はいたしませんので、予めご了承ください。

予選大会
\4,000

決勝大会
\5,000

作品テーマ「各自設定」
※テーマは写真を投稿する時に投稿フォームに⼊⼒してください

※この競技はプラクティスハンドを使用した競技です
※フォト部門は何点でも作品エントリー可能です
・自由な発想による独創的な作品であること
・プラスティクスハンドのメイク・装飾・背景は自由
・デザイン重視の審査
・プラスティクスハンドの指定なし
・プラクティスハンドは片手でも可
・自分のテーマを作る
・撮影アングルは自由
・写真の投稿は、2022/7/15（⾦）昼12時〜 2022/7/29（⾦）昼12時までに⾏うこと
・結果発表は、2022/11/15に横浜武道館で発表 ※予選大会で表彰ならびに⼊賞された作品より選ばれます
 
【予選大会通過者の決勝大会参加有無について】
1︓所属の各統括事務局より、予選通過者の情報並びに決勝大会出場の『有無確認』の連絡させていただきます(9⽉中予定)
2︓決勝進出される作品のエントリー費は、1作品5,000円（SPC会員） / 7,000円（⼀般）となります ※各地統括大会で優勝した作品はエントリー費免除

・規定通りに作品を投稿しなかった場合
・投稿期限を越えて作品を投稿した場合

SPC会員



【サロン勤務者・経験者 / 学生】 

フォト ネイルプラクティスハンド アングル 
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NO 競技種目 出場資格 競技時間 失格事項

▼ エントリー後のキャンセルや、決勝⼤会出場を棄権する場合でも、エントリー費の返⾦はいたしませんので、予めご了承ください。

一般

予選⼤会
\6,000

決勝⼤会
\7,000

出場費

16

フォト

振袖
トレンドアレンジ

＜定員︓100名＞

予選⼤会
\4,000

決勝⼤会
\5,000

作品テーマ「個性的な世界」
★1枚の写真で独自の世界観を表現してください

※この競技はモデルを使用した競技です
※フォト部門は何点でも作品エントリー可能です
・振袖と袋帯を使用した、新しい発想の作品
・ヘア、メイク、着付のトータルコーディネイトを楽しむ競技
・選⼿は1⼈でヘアメイク着付を⾏う
・写真作品としての芸術的感性も評価する
・モデルはプロ・アマ問わないが、SNSや雑誌などに掲載可能であること
・背景は自由
・撮影アングルは下記参照
・写真の投稿は、2022/7/15（⾦）昼12時〜 2022/7/29（⾦）昼12時までに⾏うこと
・結果発表は、2022/11/15に横浜武道館で発表 ※予選大会で表彰ならびに入賞された作品より選ばれます

【撮影アングル】※競技要項と共にアングル「例」はWEBに掲載しますのでご確認ください
合計︓5アングル
【1】自由 ※テーマに沿った1枚を撮影ください
【2】前（全身）
【3】右横（全身）
【4】左横（全身）
【5】後ろ（全身）
【6】バストアップ

【予選⼤会通過者の決勝⼤会参加有無について】
1︓所属の各統括事務局より、予選通過者の情報並びに決勝大会出場の『有無確認』の連絡させていただきます(9⽉中予定)
2︓決勝進出される作品のエントリー費は、1作品5,000円（SPC会員） / 7,000円（⼀般）となります ※各地統括大会で優勝した作品はエントリー費免除

・規定通りに作品を投稿しなかった場合
・投稿期限を越えて作品を投稿した場合

【エントリーの流れ】
1︓エントリーシステムでエントリー ※オフィシャルWEB (http://www.styling-coliection.com) よりアクセス
2︓エントリー締切後、「エントリーNO」をエントリー時に⼊⼒した宛先に送付するので、必ずご確認ください（7⽉上旬送付予定）
3︓作品を完成させ、画像投稿期間内 (7/15(⾦) 昼12:00  〜  7/29(⾦) 昼12:00) に作品をシステムに投稿ください。※投稿のやり⽅はWEBに掲載します
4︓投稿後、⼊⼒したメールアドレスに投稿完了のメールが届きます。これで投稿完了です
※エントリー締切後の競技に関する質問は、画像競技専⽤のアドレスにお問い合わせください

SPC会員

理美容室勤務者
理美容室経験者
（理美容専門学校⽣不可）

-

競技規定

【結果発表】11/15(⽕) 会場︓横浜武道館 で発表いたします。※予選⼤会で表彰ならびに⼊賞された作品より選ばれます。

※この競技は、エントリー後、画像投稿期間内にシステムより投稿した作品が審査対象となります。
※この競技は、画像を投稿する競技になります。

▼ 新型コロナウイルス等による社会的状況により、決勝⼤会を延期や中止にする場合がございます。
そのような場合でも、エントリー費の返⾦はいたしませんことを予めご了承ください。

STYLING COLLECTION 2022   【フォト部門】フォト 振袖トレンドアレンジ 競技要項
【エントリー期間】 6/1(⽔) 昼12︓00  〜  6/15(⽔) 昼12︓00
※定員になり次第、締め切らせて頂きます。 ※エントリー締切後のエントリーの変更・キャンセルは出来ません。

【画像投稿期間】 7/15(⾦) 昼12:00  〜  7/29(⾦) 昼12:00
                                                                                        ※お問い合わせに関しましては、STYLING COLLECTIONオフィシャルサイトの「CONTACT」よりメールでお願いいたします。



【サロン勤務者・経験者】フォト 振袖トレンドアレンジ アングル 
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右横（全身）            左横（全身） 

       

 

 

  

      

 

 

 

     

     後ろ（全身）             前（バストアップ） 

         



NO 競技種目 出場資格 競技時間 失格事項

▼ エントリー後のキャンセルや、決勝⼤会出場を棄権する場合でも、エントリー費の返⾦はいたしませんので、予めご了承ください。

一般

予選⼤会
\6,000

決勝⼤会
\7,000

出場費

17

フォト

⿊留袖ヘア
＆

メイク
＆

着付

＜定員︓100名＞

予選⼤会
\4,000

決勝⼤会
\5,000

作品テーマ「花嫁のお⺟様」

※この競技はモデルを使用した競技です
※フォト部門は何点でも作品エントリー可能です
・⿊留袖と袋帯を使用する
・⿊留袖にふさわしい品位あるヘアとメイク着付
・選⼿は1⼈でヘアメイク着付を⾏う
・ヘアセットは面、ツヤ、バランスを重要視する
・モデルはプロ、アマ問わないが、SNSや、雑誌などに掲載可能であること
・デジタル加⼯不可
・撮影アングルは下記参照
・写真の投稿は、2022/7/15（⾦）昼12時〜 2022/7/29（⾦）昼12時までに⾏うこと
・結果発表は、2022/11/15に横浜武道館で発表 ※予選大会で表彰ならびに入賞された作品より選ばれます

【詳細要項】
この競技は上記内容以外に詳細要項があります
※競技要項と共に「詳細要項」の内容をWEBに掲載しますのでご確認ください

【撮影アングル】※競技要項と共にアングル「例」はWEBに掲載しますのでご確認ください
合計︓5アングル
【1】前（全身）
【2】右横（全身）
【3】左横（全身）
【4】後ろ（全身）
【5】前（バストアップ）

【予選⼤会通過者の決勝⼤会参加有無について】
1︓所属の各統括事務局より、予選通過者の情報並びに決勝大会出場の『有無確認』の連絡させていただきます(9⽉中予定)
2︓決勝進出される作品のエントリー費は、1作品5,000円（SPC会員） / 7,000円（⼀般）となります ※各地統括大会で優勝した作品はエントリー費免除

・規定通りに作品を投稿しなかった場合
・投稿期限を越えて作品を投稿した場合

【エントリーの流れ】
1︓エントリーシステムでエントリー ※オフィシャルWEB (http://www.styling-coliection.com) よりアクセス
2︓エントリー締切後、「エントリーNO」をエントリー時に⼊⼒した宛先に送付するので、必ずご確認ください（7⽉上旬送付予定）
3︓作品を完成させ、画像投稿期間内 (7/15(⾦) 昼12:00  〜  7/29(⾦) 昼12:00) に作品をシステムに投稿ください。※投稿のやり⽅はWEBに掲載します
4︓投稿後、⼊⼒したメールアドレスに投稿完了のメールが届きます。これで投稿完了です
※エントリー締切後の競技に関する質問は、画像競技専⽤のアドレスにお問い合わせください

SPC会員

理美容室勤務者
理美容室経験者
（理美容専門学校⽣不可）

-

競技規定

【結果発表】11/15(⽕) 会場︓横浜武道館 で発表いたします。※予選⼤会で表彰ならびに⼊賞された作品より選ばれます。

※この競技は、エントリー後、画像投稿期間内にシステムより投稿した作品が審査対象となります。
※この競技は、画像を投稿する競技になります。

▼ 新型コロナウイルス等による社会的状況により、決勝⼤会を延期や中止にする場合がございます。
そのような場合でも、エントリー費の返⾦はいたしませんことを予めご了承ください。

STYLING COLLECTION 2022   【フォト部門】フォト ⿊留袖ヘア＆メイク＆着付 競技要項
【エントリー期間】 6/1(⽔) 昼12︓00  〜  6/15(⽔) 昼12︓00
※定員になり次第、締め切らせて頂きます。 ※エントリー締切後のエントリーの変更・キャンセルは出来ません。

【画像投稿期間】 7/15(⾦) 昼12:00  〜  7/29(⾦) 昼12:00
                                                                                        ※お問い合わせに関しましては、STYLING COLLECTIONオフィシャルサイトの「CONTACT」よりメールでお願いいたします。



（1）課題の内容 テーマ「花嫁のお⺟様」
● ⿊留袖の着付(六通袋帯使⽤)、及びヘア・メイクを⾏う
● 帯結びは二重太鼓とする
● テーマにあった着付、ヘアセット、メイクをすること
● ヘアセット、メイク、着付の技術⼒と、トータルバランス⼒を評価する。

（2）競技規定
● 競技者は⼀⼈でヘアセット・メイク・着付を⾏う
● モデルは⼈体とし、プロ・アマは問わないが、SNS や雑誌などに掲載可能であること
● 競技者はマスク着⽤。モデルもメイク時以外はマスクやマウスシールドを着⽤。撮影時は外す。

（3）競技時間
● 自由

（4）競技用具 (選手が準備するもの)
① ⿊留袖
② 袋帯(六通)
③ 草履
④ ⻑襦袢
⑤ 帯締め、帯あげ
⑥ ヘア⽤具⼀式
⑦ 化粧品⼀式
⑧ 衣裳敷き
⑨ 衣装箱
⑩ 小物付属品
  ⾜袋・肌襦袢、裾よけ（もしくはワンピース型の肌襦袢）・腰紐（5本〜6本）・帯枕
  ボディ補正⽤具・帯板1枚（ゴム付きは不可）・クリップ類・伊達巻き2本
⑪ 扇⼦（⾦銀） 着物と帯の間に挟む

（7） ヘア・メイクに関する注意事項
① 髪飾りやヘアピースの使⽤可
② つけまつげ、エクステ等、規制なし。

（8）撮影時の注意点
● 作品の背景は、審査がしやすいように明るく、スッキリした場所でお願いします。
● 作品がぼやけていたり、影ができていると細かい部分の審査ができないので、気をつけてください。
● カメラの角度が傾いていると、作品のバランスが悪くみえてしまうので、気をつけてください。

2022年度版 フォト ⿊留袖ヘア＆メイク＆着付 詳細要項
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【サロン勤務者・経験者】フォト ⿊留袖ヘア＆メイク＆着付 アングル 
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右横（全身）            左横（全身） 

       

 

 

  

      

 

 

 



     後ろ（全身）            前（バストアップ） 

      


