
SPC会員 学生 一般

・事前ブロッキングは無し。必要な場合は競技スタート後に行ってください

・ワインディングの団体競技・・・3人１組で行う

・センター・右・左の各セクション（競技時間別）に入れ替わって競技をする。

・１つのセクションで競技者の交代は不可

※次の人が修正を入れても良い

・最終的に、最後の競技者で規定どうり巻き上がっていればOKとする

・ペーパーの色は白色または淡色に限る

・ロッド本数は６０本以上、ロッドサイズは１２mm～５mmまで使用

・輪ゴムの色・サイズ・太さは自由

・ウィッグの指定なし

・ウィッグ、その他の目印は禁止

※衛生面に関する規定はありません

※クランプ、ロッドケースの指定はありません

※ウィッグは、SPC通商にて各自注文(SPC会員以外の方は各自でご購入ください)

【エントリーの流れ】

1、専用エントリー用紙に必要事項を記入の上、FAXにてエントリー

2、LINE公式アカウントに登録後、必要事項を返信

3、エントリー料は前入金となるので、エントリー料を指定口座に締切日までに入金

4、その他、必要事項はLINEにてお知らせ致します

－－－－－－－－－－↓公式LINE登録をお願い致します↓－－－－－－－－－－－

・公式LINEに登録していない場合

・事前ブロッキングしていた場合

・１つのセクションで競技者が交代した場合

・ウィッグ地肌へのマーキングがあるもの

・競技時間終了後にウィッグに触れていた場合

(終了と同時に持っている毛束を巻くのは可)

¥5,000 ¥3,000 ¥7,000
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ワインディング

団体

(ウィッグ競技)

理美容室勤務者

理美容経験者

理美容専門学校

在校生

２５分

STYLING COLLECTION 2022 第25回 北海道大会：９/６(火)札幌市民交流プラザ (創成スクエア内)　

【北海道大会エントリー期間】　６/１(水) お昼１２：００ ～ ６/１５(水) お昼１２：００迄（6/14(火)までにエントリー完了して下さい）

▼新型コロナウイルス感染拡大状況により、延期や中止にする場合がございます。▼エントリー後の変更・キャンセル・ご返金は出来ませんのでご了承下さい。

種別 ＮＯ 競技種目 出場資格 競技時間 競技規定 失格事項
エントリー料

北海道大会限定の競技となりますので、決勝大会はありません。※この競技は、実際に『会場で行う』競技です。

※お問い合わせに関しましては、北海道STYLING COLLECTIONオフィシャルLINEにメッセージをお願い致します。



SPC会員 学生 一般

テーマ『アメリカントラディショナル』

・フェードの美しさ

・ブレンディング(接合部からトップにかけての馴染み)

・スタイルのトータルバランス

・使用道具、スタイリング剤は自由。

・0.5mm以下のクリッパーを必ず使用すること。

・1cm以上必ずカットすること。

・電気器具の使用可（ただし1口のみ。電源コンセントの増設は不可）

【エントリーの流れ】

1、専用エントリー用紙に必要事項を記入の上、FAXにてエントリー

2、LINE公式アカウントに登録後、必要事項を返信

3、エントリー料は前入金となるので、エントリー料を指定口座に締切日までに入金

4、その他、必要事項はLINEにてお知らせ致します

－－－－－－－－－－↓公式LINE登録をお願い致します↓－－－－－－－－－－－

STYLING COLLECTION 2022 第25回 北海道大会：９/６(火)札幌市民交流プラザ (創成スクエア内)　

【北海道大会エントリー期間】　６/１(水) お昼１２：００ ～ ６/１５(水) お昼１２：００迄（6/14(火)までにエントリー完了して下さい）

※お問い合わせに関しましては、北海道STYLING COLLECTIONオフィシャルLINEにメッセージをお願い致します。

種別 ＮＯ 競技種目 出場資格 競技時間 競技規定 失格事項

北海道大会限定の競技となりますので、決勝大会はありません。※この競技は、実際に『会場で行う』競技です。

▼新型コロナウイルス感染拡大状況により、延期や中止にする場合がございます。▼エントリー後の変更・キャンセル・ご返金は出来ませんのでご了承下さい。

エントリー料
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2

メンズ

フェードカット

(モデル競技)

理美容室勤務者

理美容経験者

理美容専門学校

在校生

４０分

・公式LINEに登録していない場合

・競技時間終了後にモデルに触れていた場合

・0.5mm以下のクリッパーを使用しなかった場合

¥5,000 ¥3,000 ¥7,000



SPC会員 学生 一般

STYLING COLLECTION 2022 第25回 北海道大会：９/６(火)札幌市民交流プラザ (創成スクエア内)　

【北海道大会エントリー期間】　６/１(水) お昼１２：００ ～ ６/１５(水) お昼１２：００迄（6/14(火)までにエントリー完了して下さい）

※お問い合わせに関しましては、北海道STYLING COLLECTIONオフィシャルLINEにメッセージをお願い致します。
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3

ワインディング

オールパーパス

(ウィッグ競技)

理美容室勤務者

理美容経験者

理美容専門学校

在校生

25分

種別 ＮＯ 競技種目 出場資格 競技時間 競技規定 失格事項

・公式LINEに登録していない場合

・１２mmから５mmサイズ以外のロッドの使用

・規定のロッド本数(６０本)未満の場合

・ウィッグ地肌へのマーキングがあるもの

・競技開始５分前にZOOMに参加していなかった場合

・ZOOM参加時にエントリーしたナンバーとエントリー名で

参加していない場合

・１つの端末に複数名参加していた場合

・撮影アングルが規定以外だった場合

・競技時間終了後にウィッグに触れていた場合

(終了と同時に持っている毛束を巻くのは可)

・競技終了後に指定内容と枚数の写真を投稿フォームに制限時間内

に投稿しなかった場合

・鍵アカウントで投稿した場合

北海道大会限定の競技となりますので、決勝大会はありません。※この競技は、ZOOMを利用した『オンライン』または『会場で行う』ハイブリッド競技です。

▼新型コロナウイルス感染拡大状況により、延期や中止にする場合がございます。▼エントリー後の変更・キャンセル・ご返金は出来ませんのでご了承下さい。

¥3,000 ¥6,000

エントリー料

¥4,000

・ブロッキングに対しての審査はありません。

・ベーシックサポート巻ロッド本数６０本以上

・ロッドサイズは１２mmから５mmまで使用

・ペーパーの色は白色または淡色に限る

・輪ゴムの色・サイズ・太さは自由

・ウィッグ、その他の目印は禁止

・事前のブロッキング禁止

※ウィッグの指定、衛生面に関する規定、クランプ、ロッドケースの指定はありません

※ウィッグは、SPC通商にて各自注文(SPC会員以外の方は各自でご購入ください)

【競技当日規定】

・端末は自由　※1人1台で参加

・撮影アングルはウィッグ正面と競技者が写る位置とする

・参加場所は自由とする

・ZOOMで参加　※競技開始30分前から参加可能　※参加URLについてはLINE公式アカウントより知らせる

・ZOOMで競技参加時は、エントリーナンバーとエントリーした名前で必ず参加すること　※例︓10 ⽊村拓哉

・写真加工なし

・仕上がった作品の撮影背景は「白」のみとする

・ホスト側の不慮が生じた際はやり直しの場合あり

・撮影の端末の通信環境に注意してください

【競技当日の流れ】

1、LINE公式アカウントから送られてくるZOOMのURLから参加

2、1人1端末で、施術者が映る位置でウィッグを正面にして待機

3、競技スタート

4、競技終了

5、競技終了後、参加の「LINE公式アカウント」内で審査に必要なアングルを伝えるので、その内容に沿って30分

以内に撮影し、Instagram(＃スタコレ北海道2022AP)に投稿する

※鍵アカウントは禁止。本人以外のアカウントでも可。

【エントリーの流れ】

1、専用エントリー用紙に必要事項を記入の上、FAXにてエントリー

2、LINE公式アカウントに登録後、必要事項を返信

3、エントリー料は前入金となるので、エントリー料を指定口座に締切日までに入金

4、その他、必要事項はLINEにてお知らせ致します

－－－－－－－－－－－－－－－－↓公式LINE登録をお願い致します↓－－－－－－－－－－－－－－－－－



SPC会員 学生 一般

STYLING COLLECTION 2022 第25回 北海道大会：９/６(火)札幌市民交流プラザ (創成スクエア内)　

【北海道大会エントリー期間】　６/１(水) お昼１２：００ ～ ６/１５(水) お昼１２：００迄（6/14(火)までにエントリー完了して下さい）

※お問い合わせに関しましては、北海道STYLING COLLECTIONオフィシャルLINEにメッセージをお願い致します。

種別 ＮＯ 競技種目 出場資格 競技時間 競技規定 失格事項
エントリー費

北海道大会限定の競技となりますので、決勝大会はありません。※この競技は、ZOOMを利用した『オンライン』または『会場で行う』ハイブリッド競技です。

▼新型コロナウイルス感染拡大状況により、延期や中止にする場合がございます。▼エントリー後の変更・キャンセル・ご返金は出来ませんのでご了承下さい。

・公式LINEに登録していない場合

・競技開始前にカラー･パーマ･メイク等がされていた場合

・競技時間終了後にウィッグに触れていた場合

・競技前からカットされていたり、レザーやセニングを使い、

手が加えられていた場合

・競技開始５分前にZOOMに参加していなかった場合

・ZOOM参加時にエントリーしたナンバーとエントリー名で

参加していない場合

・１つの端末に複数名参加していた場合

・撮影アングルが規定以外だった場合

・競技時間終了後にウィッグに触れていた場合(終了と同時に持って

いる毛束を巻くのは可)

・競技終了後に指定内容と枚数の写真を投稿フォームに制限時間内

に投稿しなかった場合

・鍵アカウントで投稿した場合

¥4,000 ¥3,000 ¥6,000
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4

スピードカット

メンズ

(ウィッグ競技)

理美容室勤務者

理美容経験者

理美容専門学校

在校生

課題写真3分

カット～仕上げ

20分

・課題スタイルは競技スタート直前3分前に発表

・ウェット、ドライどちらのスタートも可

・カラー・パーマ・エクステ・メイク等不可（未使用ウィッグに限る）

・カット～仕上げまで20分

・競技前にダッカ―ル・シングルピンなどで留めないこと

・電気器具の使用可（ただし1口のみ。電源コンセントの増設は不可）

・ウィッグ指定なし

※ウィッグは、SPC通商にて各自注文(SPC会員以外の方は各自でご購入ください)

【競技当日規定】

・端末は自由　※1人1台で参加

・撮影アングルはウィッグ正面と競技者が写る位置とする

・参加場所は自由とする

・ZOOMで参加　※競技開始30分前から参加可能　※参加URLについてはLINE公式アカウントより知らせる

・ZOOMで競技参加時は、エントリーナンバーとエントリーした名前で必ず参加すること　※例︓10 ⽊村拓哉

・写真加工なし

・仕上がった作品の撮影背景は「白」のみとする

・ホスト側の不慮が生じた際はやり直しの場合あり

・撮影の端末の通信環境に注意してください

【競技当日の流れ】

1、LINE公式アカウントから送られてくるZOOMのURLから参加

2、1人1端末で、施術者が映る位置でウィッグを正面にして待機

3、競技スタート

4、競技終了

5、競技終了後、参加の「LINE公式アカウント」内で審査に必要なアングルを伝えるので、その内容に沿って30分

以内に撮影し、Instagram(＃スタコレ北海道2022SCM)に投稿する

※鍵アカウントは禁止。本人以外のアカウントでも可。

【エントリーの流れ】

1、専用エントリー用紙に必要事項を記入の上、FAXにてエントリー

2、LINE公式アカウントに登録後、必要事項を返信

3、エントリー料は前入金となるので、エントリー料を指定口座に締切日までに入金

4、その他、必要事項はLINEにてお知らせ致します

－－－－－－－－－－－－－－－－↓公式LINE登録をお願い致します↓－－－－－－－－－－－－－－－－－



SPC会員 学生 一般
種別 ＮＯ 競技種目 出場資格 競技時間

STYLING COLLECTION 2022 第25回 北海道大会：９/６(火)札幌市民交流プラザ (創成スクエア内)　

【北海道大会エントリー期間】　６/１(水) お昼１２：００ ～ ６/１５(水) お昼１２：００迄（6/14(火)までにエントリー完了して下さい）

北海道大会限定の競技となりますので、決勝大会はありません。※この競技は、ZOOMを利用した『オンライン』または『会場で行う』ハイブリッド競技です。

▼新型コロナウイルス感染拡大状況により、延期や中止にする場合がございます。▼エントリー後の変更・キャンセル・ご返金は出来ませんのでご了承下さい。

※お問い合わせに関しましては、北海道STYLING COLLECTIONオフィシャルLINEにメッセージをお願い致します。
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5

スピードカット

レディース

(ウィッグ競技)

理美容室勤務者

理美容経験者

理美容専門学校

在校生

課題写真3分

カット～仕上げ

20分

¥4,000 ¥3,000 ¥6,000

競技規定 失格事項
エントリー費

・課題スタイルは競技スタート直前3分前に発表

・ウェット、ドライどちらのスタートも可

・カラー・パーマ・エクステ・メイク等不可（未使用ウィッグに限る）

・カット～仕上げまで20分

・競技前にダッカ―ル・シングルピンなどで留めないこと

・電気器具の使用可（ただし1口のみ。電源コンセントの増設は不可）

・ウィッグ指定なし

※ウィッグは、SPC通商にて各自注文(SPC会員以外の方は各自でご購入ください)

【競技当日規定】

・端末は自由　※1人1台で参加

・撮影アングルはウィッグ正面と競技者が写る位置とする

・参加場所は自由とする

・ZOOMで参加　※競技開始30分前から参加可能　※参加URLについてはLINE公式アカウントより知らせる

・ZOOMで競技参加時は、エントリーナンバーとエントリーした名前で必ず参加すること　※例︓10 ⽊村拓哉

・写真加工なし

・仕上がった作品の撮影背景は「白」のみとする

・ホスト側の不慮が生じた際はやり直しの場合あり

・撮影の端末の通信環境に注意してください

【競技当日の流れ】

1、LINE公式アカウントから送られてくるZOOMのURLから参加

2、1人1端末で、施術者が映る位置でウィッグを正面にして待機

3、競技スタート

4、競技終了

5、競技終了後、参加の「LINE公式アカウント」内で審査に必要なアングルを伝えるので、その内容に沿って30分

以内に撮影し、Instagram(＃スタコレ北海道2022SCL)に投稿する

※鍵アカウントは禁止。本人以外のアカウントでも可。

【エントリーの流れ】

1、専用エントリー用紙に必要事項を記入の上、FAXにてエントリー

2、LINE公式アカウントに登録後、必要事項を返信

3、エントリー料は前入金となるので、エントリー料を指定口座に締切日までに入金

4、その他、必要事項はLINEにてお知らせ致します

－－－－－－－－－－－－－－－－↓公式LINE登録をお願い致します↓－－－－－－－－－－－－－－－－－

・公式LINEに登録していない場合

・競技開始前にカラー･パーマ･メイク等がされていた場合

・競技時間終了後にウィッグに触れていた場合

・競技前からカットされていたり、レザーやセニングを使い、

手が加えられていた場合

・競技開始５分前にZOOMに参加していなかった場合

・ZOOM参加時にエントリーしたナンバーとエントリー名で

参加していない場合

・１つの端末に複数名参加していた場合

・撮影アングルが規定以外だった場合

・競技時間終了後にウィッグに触れていた場合

・競技終了後に指定内容と枚数の写真を投稿フォームに制限時間内

に投稿しなかった場合

・鍵アカウントで投稿した場合



SPC会員 学生 一般

作品テーマ「2023春夏コレクション」

・'23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

・ヘアカラーのデザイン重視の審査

・首回りの装飾禁止（減点）

・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）

・ウィッグ指定なし。

※ウィッグはSPC通商にて各自注文(SPC会員以外･学生の方は各自ご購入ください)

※他のコンテスト等で未発表のものに限ります。

※作品を提出しなかった場合でも、返金はいたしませんのでご了承ください。

【エントリーの流れ】

1、専用エントリー用紙に必要事項を記入の上、FAXにてエントリー

2、LINE公式アカウントに登録後、必要事項を返信

3、エントリー料は前入金となるので、エントリー料を指定口座に締切日までに入金

4、画像投稿期間内にInstagram（#スタコレ北海道2022CD）に作品をアップして、

エントリー完了

※鍵アカウントは禁止。本人以外のアカウントでも可。

5、その他、必要事項はLINEにてお知らせ致します

－－－－－－－－－－↓公式LINE登録をお願い致します↓－－－－－－－－－－－

・公式LINEに登録していない場合

・指定ウィッグ以外のウィッグの使用

・提出期限を越えて提出された場合

・本文に[名前][会社名/学校名]を必ず入力

※入力が無い場合は審査対象外となります。

・ハッシュタグを必ずつける

※ハッシュタグが無い場合は対象外となります。

・鍵アカウントで投稿した場合

¥2,000 ¥1,000 ¥4,000

北

海

道

大

会

競

技

6

Instagram

カラーデザイン

(ウィッグ/モデル)

どちらでも可

理美容室勤務者

理美容経験者

理美容専門学校

在校生

－

STYLING COLLECTION 2022 第25回 北海道大会：９/６(火)札幌市民交流プラザ (創成スクエア内)　

【北海道大会エントリー期間】　６/１(水) お昼１２：００ ～ ６/１５(水) お昼１２：００迄（6/14(火)までにエントリー完了して下さい）

種別 ＮＯ 競技種目 出場資格 競技時間 競技規定 失格事項
エントリー費

※お問い合わせに関しましては、北海道STYLING COLLECTIONオフィシャルLINEにメッセージをお願い致します。

北海道大会限定の競技となりますので、決勝大会はありません。※この競技は、Instagramを使用したフォト競技です。

▼新型コロナウイルス感染拡大状況により、延期や中止にする場合がございます。▼エントリー後の変更・キャンセル・ご返金は出来ませんのでご了承下さい。

【画像投稿期間】　７/１５(金) お昼１２：００ ～ ７/２９(金) お昼１２：００迄



SPC会員 学生 一般

・パーティーヘアを基本とする

・時代の傾向性および流行などを敏感に取り入れたヘアアレンジであること

・パーマ・カラー・メイク・アクセサリーは自由

・つけ毛OK（ただし3分の１以上の使用は不可）

・カラースプレー禁止

・首回りの装飾禁止（減点）

※他のコンテスト等で未発表のものに限ります。

※作品を提出しなかった場合でも、返金はいたしませんのでご了承ください。

【エントリーの流れ】

1、専用エントリー用紙に必要事項を記入の上、FAXにてエントリー

2、LINE公式アカウントに登録後、必要事項を返信

3、エントリー料は前入金となるので、エントリー料を指定口座に締切日までに入金

4、画像投稿期間内にInstagram（#スタコレ北海道2022HA）に作品をアップして、

エントリー完了

※鍵アカウントは禁止。本人以外のアカウントでも可。

5、その他、必要事項はLINEにてお知らせ致します

－－－－－－－－－－↓公式LINE登録をお願い致します↓－－－－－－－－－－－

競技規定

STYLING COLLECTION 2022 第25回 北海道大会：９/６(火)札幌市民交流プラザ (創成スクエア内)　

【北海道大会エントリー期間】　６/１(水) お昼１２：００ ～ ６/１５(水) お昼１２：００迄（6/14(火)までにエントリー完了して下さい）

【画像投稿期間】　７/１５(金) お昼１２：００ ～ ７/２９(金) お昼１２：００迄

北海道大会限定の競技となりますので、決勝大会はありません。※この競技は、Instagramを使用したフォト競技です。

▼新型コロナウイルス感染拡大状況により、延期や中止にする場合がございます。▼エントリー後の変更・キャンセル・ご返金は出来ませんのでご了承下さい。

※お問い合わせに関しましては、北海道STYLING COLLECTIONオフィシャルLINEにメッセージをお願い致します。

¥4,000

失格事項
エントリー費

北

海

道

大

会

競

技

7

Instagram

ヘアアレンジ

(モデル)

理美容室勤務者

理美容経験者

理美容専門学校

在校生

－

・公式LINEに登録していない場合

・指定ウィッグ以外のウィッグの使用

・カラースプレーを使用している場合

・全体の3分の1以上のつけ毛がされているもの

・提出期限を越えて提出された場合

・本文に[名前][会社名/学校名][作品テーマ]を

必ず入力

※入力が無い場合は、審査対象外となります。

・ハッシュタグを必ずつける

※ハッシュタグが無い場合は対象外となります。

・鍵アカウントで投稿した場合

¥2,000 ¥1,000

種別 ＮＯ 競技種目 出場資格 競技時間



SPC会員 学生 一般

テーマ『雑誌LEONの表紙』

・時代の傾向性および流行などを敏感に取り入れたダンディヘアであること

・パーマ・カラーは自由とする

※他のコンテスト等で未発表のものに限ります。

※作品を提出しなかった場合でも、返金はいたしませんのでご了承ください。

【エントリーの流れ】

1、専用エントリー用紙に必要事項を記入の上、FAXにてエントリー

2、LINE公式アカウントに登録後、必要事項を返信

3、エントリー料は前入金となるので、エントリー料を指定口座に締切日までに入金

4、画像投稿期間内にInstagram（#スタコレ北海道2022DAN）に作品をアップし

て、エントリー完了

※鍵アカウントは禁止。本人以外のアカウントでも可。

5、その他、必要事項はLINEにてお知らせ致します

－－－－－－－－－－↓公式LINE登録をお願い致します↓－－－－－－－－－－－

競技規定

STYLING COLLECTION 2022 第25回 北海道大会：９/６(火)札幌市民交流プラザ (創成スクエア内)　

【北海道大会エントリー期間】　６/１(水) お昼１２：００ ～ ６/１５(水) お昼１２：００迄（6/14(火)までにエントリー完了して下さい）

【画像投稿期間】　７/１５(金) お昼１２：００ ～ ７/２９(金) お昼１２：００迄

北海道大会限定の競技となりますので、決勝大会はありません。※この競技は、Instagramを使用したフォト競技です。

▼新型コロナウイルス感染拡大状況により、延期や中止にする場合がございます。▼エントリー後の変更・キャンセル・ご返金は出来ませんのでご了承下さい。

※お問い合わせに関しましては、北海道STYLING COLLECTIONオフィシャルLINEにメッセージをお願い致します。

¥4,000

失格事項
エントリー費

北

海

道

大

会

競

技

8

Instagram

ダンディ

(モデル)

理美容室勤務者

理美容経験者

理美容専門学校

在校生

－

・公式LINEに登録していない場合

・提出期限を越えて提出された場合

・本文に[名前][会社名/学校名][作品テーマ]を

必ず入力

※入力が無い場合は、審査対象外となります。

・ハッシュタグを必ずつける

※ハッシュタグが無い場合は対象外となります。

・鍵アカウントで投稿した場合

¥2,000 ¥1,000

種別 ＮＯ 競技種目 出場資格 競技時間



SPC会員 学生 一般

作品テーマ ｢スタコレ北海道2023トレンドコレクション｣

・招待選手のみエントリー可能

・ヘア、メイク、衣装の統一性とトレンドを意識したサロンスタイルであること

・サロンワークに直結する作品であること

・アングルは自由

・モデルのメイク、装飾、背景は自由とする

※他のコンテスト等で未発表のものに限ります。

※作品を提出しなかった場合でも、返金はいたしませんのでご了承ください。

【エントリーの流れ】

1、専用エントリー用紙に必要事項を記入の上、FAXにてエントリー

2、LINE公式アカウントに登録後、必要事項を返信

3、エントリー料は前入金となるので、エントリー料を指定口座に締切日までに入金

4、画像投稿期間内にInstagram（#スタコレ北海道2022LM）に作品をアップして、

エントリー完了

※鍵アカウントは禁止。本人以外のアカウントでも可。

5、その他、必要事項はLINEにてお知らせ致します

－－－－－－－－－－↓公式LINE登録をお願い致します↓－－－－－－－－－－－

競技規定

STYLING COLLECTION 2022 第25回 北海道大会：９/６(火)札幌市民交流プラザ (創成スクエア内)　

【北海道大会エントリー期間】　６/１(水) お昼１２：００ ～ ６/１５(水) お昼１２：００迄（6/14(火)までにエントリー完了して下さい）

【画像投稿期間】　７/１５(金) お昼１２：００ ～ ７/２９(金) お昼１２：００迄

北海道大会限定の競技となりますので、決勝大会はありません。※この競技は、Instagramを使用したフォト競技です。

▼新型コロナウイルス感染拡大状況により、延期や中止にする場合がございます。▼エントリー後の変更・キャンセル・ご返金は出来ませんのでご了承下さい。

※お問い合わせに関しましては、北海道STYLING COLLECTIONオフィシャルLINEにメッセージをお願い致します。

¥4,000

失格事項
エントリー費

北

海

道

大

会

競

技

9

Instagram

サロンスタイル

レジェンド

メンズ部門

(モデル)

招待選手のみ －

・公式LINEに登録していない場合

・提出期限を越えて提出された場合

・本文に[名前][会社名]を必ず入力

※入力が無い場合は、審査対象外となります。

・ハッシュタグを必ずつける

※ハッシュタグが無い場合は対象外となります。

・鍵アカウントで投稿した場合

¥2,000 －

種別 ＮＯ 競技種目 出場資格 競技時間



SPC会員 学生 一般

作品テーマ ｢スタコレ北海道2023トレンドコレクション｣

・招待選手のみエントリー可能

・ヘア、メイク、衣装の統一性とトレンドを意識したサロンスタイルであること

・サロンワークに直結する作品であること

・アングルは自由

・モデルのメイク、装飾、背景は自由とする

※他のコンテスト等で未発表のものに限ります。

※作品を提出しなかった場合でも、返金はいたしませんのでご了承ください。

【エントリーの流れ】

1、専用エントリー用紙に必要事項を記入の上、FAXにてエントリー

2、LINE公式アカウントに登録後、必要事項を返信

3、エントリー料は前入金となるので、エントリー料を指定口座に締切日までに入金

4、画像投稿期間内にInstagram（#スタコレ北海道2022LＬ）に作品をアップして、

エントリー完了

※鍵アカウントは禁止。本人以外のアカウントでも可。

5、その他、必要事項はLINEにてお知らせ致します

－－－－－－－－－－↓公式LINE登録をお願い致します↓－－－－－－－－－－－

競技規定

STYLING COLLECTION 2022 第25回 北海道大会：９/６(火)札幌市民交流プラザ (創成スクエア内)　

【北海道大会エントリー期間】　６/１(水) お昼１２：００ ～ ６/１５(水) お昼１２：００迄（6/14(火)までにエントリー完了して下さい）

【画像投稿期間】　７/１５(金) お昼１２：００ ～ ７/２９(金) お昼１２：００迄

北海道大会限定の競技となりますので、決勝大会はありません。※この競技は、Instagramを使用したフォト競技です。

▼新型コロナウイルス感染拡大状況により、延期や中止にする場合がございます。▼エントリー後の変更・キャンセル・ご返金は出来ませんのでご了承下さい。

※お問い合わせに関しましては、北海道STYLING COLLECTIONオフィシャルLINEにメッセージをお願い致します。

¥4,000

失格事項
エントリー費

北

海

道

大

会

競

技

10

Instagram

サロンスタイル

レジェンド

レディース部門

(モデル)

招待選手のみ －

・公式LINEに登録していない場合

・提出期限を越えて提出された場合

・本文に[名前][会社名]を必ず入力

※入力が無い場合は、審査対象外となります。

・ハッシュタグを必ずつける

※ハッシュタグが無い場合は対象外となります。

・鍵アカウントで投稿した場合

¥2,000 －

種別 ＮＯ 競技種目 出場資格 競技時間



SPC会員 学生 一般

テーマ『自由／各自設定』

・パート従業員のみエントリー可能

・モデルは小学生以下に限る

・テーマと写真の評価になります

・時代の傾向性および流行などを敏感に取り入れたキッズヘアーであること

・パーマ・カラーは自由とする

※他のコンテスト等で未発表のものに限ります。

※作品を提出しなかった場合でも、返金はいたしませんのでご了承ください。

【エントリーの流れ】

1、専用エントリー用紙に必要事項を記入の上、FAXにてエントリー

2、LINE公式アカウントに登録後、必要事項を返信

3、エントリー料は前入金となるので、エントリー料を指定口座に締切日までに入金

4、画像投稿期間内にInstagram（#スタコレ北海道2022KH）に作品をアップして、

エントリー完了

※鍵アカウントは禁止。本人以外のアカウントでも可。

5、その他、必要事項はLINEにてお知らせ致します

－－－－－－－－－－↓公式LINE登録をお願い致します↓－－－－－－－－－－－

競技規定

STYLING COLLECTION 2022 第25回 北海道大会：９/６(火)札幌市民交流プラザ (創成スクエア内)　

【北海道大会エントリー期間】　６/１(水) お昼１２：００ ～ ６/１５(水) お昼１２：００迄（6/14(火)までにエントリー完了して下さい）

【画像投稿期間】　７/１５(金) お昼１２：００ ～ ７/２９(金) お昼１２：００迄

北海道大会限定の競技となりますので、決勝大会はありません。※この競技は、Instagramを使用したフォト競技です。

▼新型コロナウイルス感染拡大状況により、延期や中止にする場合がございます。▼エントリー後の変更・キャンセル・ご返金は出来ませんのでご了承下さい。

※お問い合わせに関しましては、北海道STYLING COLLECTIONオフィシャルLINEにメッセージをお願い致します。

¥4,000

失格事項
エントリー費

北

海

道

大

会

競

技

11

Instagram

キッズヘアー

【パート部門】

(小学生以下モデル)

理美容室

パート従業員
－

・公式LINEに登録していない場合

・提出期限を越えて提出された場合

・本文に[名前][会社名][作品テーマ]を必ず入力

※入力が無い場合は、審査対象外となります。

・ハッシュタグを必ずつける

※ハッシュタグが無い場合は対象外となります。

・鍵アカウントで投稿した場合

¥2,000 －

種別 ＮＯ 競技種目 出場資格 競技時間



SPC会員 学生 一般

作品テーマは自由 (原作があるもの)

※原作名・キャラクター名は写真を投稿する時に本文に⼊⼒ください

・ヘア、メイクが分かるもの

（顔のアップ・上半身(みぞおちから上)・全身の写真を1枚ずつ計3枚）

・その他は自由。ポーズも自由。(原作があるもの)

・ヘアメイクがはっきりと写っていれば、背景などは自由。

・写真の加工についてカラーフィルターや質感などの加工はOKです。

※独自のテーマの記⼊は不要です。原作名、キャラクター名を記⼊下さい。

※他のコンテスト等で未発表のものに限ります。

※作品を提出しなかった場合でも、返金はいたしませんのでご了承ください。

【エントリーの流れ】

1、専用エントリー用紙に必要事項を記⼊の上、FAXにてエントリー

2、LINE公式アカウントに登録後、必要事項を返信

3、エントリー料は前⼊金となるので、エントリー料を指定口座に締切日までに⼊金

4、画像投稿期間内にInstagram（#スタコレ北海道2022COS）に作品をアップし

て、エントリー完了

※鍵アカウントは禁止。本人以外のアカウントでも可。

5、その他、必要事項はLINEにてお知らせ致します

－－－－－－－－－－↓公式LINE登録をお願い致します↓－－－－－－－－－－－

競技規定

STYLING COLLECTION 2022 第25回 北海道大会：９/６(火)札幌市民交流プラザ (創成スクエア内)　

【北海道大会エントリー期間】　６/１(水) お昼１２：００ ～ ６/１５(水) お昼１２：００迄（6/14(火)までにエントリー完了して下さい）

【画像投稿期間】　７/１５(金) お昼１２：００ ～ ７/２９(金) お昼１２：００迄

北海道大会限定の競技となりますので、決勝大会はありません。※この競技は、Instagramを使用したフォト競技です。

▼新型コロナウイルス感染拡大状況により、延期や中止にする場合がございます。▼エントリー後の変更・キャンセル・ご返金は出来ませんのでご了承下さい。

※お問い合わせに関しましては、北海道STYLING COLLECTIONオフィシャルLINEにメッセージをお願い致します。

¥4,000

失格事項
エントリー費

北

海

道

大

会

競

技

12

Instagram

コスプレ

フォト

コンテスト

理美容室勤務者

理美容経験者

理美容専門学校

在校生

－

・公式LINEに登録していない場合

・提出期限を越えて提出された場合

・本文に[名前][会社名][原作名]を必ず⼊⼒

※⼊⼒が無い場合は、審査対象外となります。

・ハッシュタグを必ずつける

※ハッシュタグが無い場合は対象外となります。

・鍵アカウントで投稿した場合

¥2,000 ¥1,000

種別 ＮＯ 競技種目 出場資格 競技時間



SPC会員 学生 一般

テーマ『We are BIG BOSS』

・モデルはSPC会員オーナーに限る

・ポーズ、背景などは自由。

・写真の加工についてカラーフィルターや質感などの加工はOKです。

※作品を提出しなかった場合でも、返金はいたしませんのでご了承ください。

※エントリー費の一部はウクライナに募金させていただきます。

【エントリーの流れ】

1、専用エントリー用紙に必要事項を記入の上、FAXにてエントリー

2、LINE公式アカウントに登録後、必要事項を返信

3、エントリー料は前入金となるので、エントリー料を指定口座に締切日までに入金

4、画像投稿期間内にInstagram（#スタコレ北海道2022BB）に作品をアップして、

エントリー完了

※鍵アカウントは禁止。本人以外のアカウントでも可。

5、その他、必要事項はLINEにてお知らせ致します

－－－－－－－－－－↓公式LINE登録をお願い致します↓－－－－－－－－－－－

競技規定

STYLING COLLECTION 2022 第25回 北海道大会：９/６(火)札幌市民交流プラザ (創成スクエア内)　

【北海道大会エントリー期間】　６/１(水) お昼１２：００ ～ ６/１５(水) お昼１２：００迄（6/14(火)までにエントリー完了して下さい）

【画像投稿期間】　７/１５(金) お昼１２：００ ～ ７/２９(金) お昼１２：００迄

北海道大会限定の競技となりますので、決勝大会はありません。※この競技は、Instagramを使用したフォト競技です。

▼新型コロナウイルス感染拡大状況により、延期や中止にする場合がございます。▼エントリー後の変更・キャンセル・ご返金は出来ませんのでご了承下さい。

※お問い合わせに関しましては、北海道STYLING COLLECTIONオフィシャルLINEにメッセージをお願い致します。

－

失格事項
エントリー費

北

海

道

大

会

競

技

14

Instagram

BIG BOSS

コンテスト

SPC会員

理美容室

勤務者

－

・公式LINEに登録していない場合

・提出期限を越えて提出された場合

・本文に[名前][会社名]を必ず入力

※入力が無い場合は、審査対象外となります。

・ハッシュタグを必ずつける

※ハッシュタグが無い場合は対象外となります。

・鍵アカウントで投稿した場合

¥10,000 －

種別 ＮＯ 競技種目 出場資格 競技時間


