
オーディション募集要項

プロバスケットボールリーグ（Bリーグ）に所属する、ファイティングイーグルス名古屋のオフィシャルチアダンスチーム　FE girls
（エフイーガールズ）2017-2018シーズンメンバーオーディションの開催決定!!

 
【オーディション概要】
日程：2017年6月25日（日）
時間：11:30～17:15（受付：11:30～11:50）
募集人数：13名
参加費：無料
会場：名古屋スクールオブミュージック＆ダンス専門学校
住所：〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄３丁目１９－１５

＜活動内容＞
・ホームゲームへの出演（全30試合）
・各種イベント・メディアへの出演（不定期/主に土曜日・日曜日）
・地域への社会貢献活動、ボランティア活動
・SNSでの活動内容発信

＜活動期間＞
オーディション合格後～約1年間

＜レッスン日＞
・9月下旬の開幕に向けて週１回のレッスン（土曜日または日曜日を予定）
＠名古屋スクールオブミュージック＆ダンス専門学校
※制作進行による開幕前の練習は増える可能性があります

・開幕後はホームゲーム開催日に練習を行う
＠枇杷島スポーツセンター（最寄り駅、名鉄栄生駅または東枇杷島駅）

＜待遇＞
・ホームゲーム出演時の出演料支給
・各種イベント出演時の交通費支給
・ユニフォーム、ポンポンなどの衣装貸与

＜応募資格＞
・18歳以上～23歳以下の女性
 (※未成年者の方は、親権者の承諾が必要/新年度よりへ専門学校・大学へ進学される方も対象とさせていただきます)
・活動内容が類似した団体・チームに属していない方
・2017-2018シーズン期間中、責任を持って活動に参加できる方/身体が健康な方

＜ 応募・審査の流れ＞
1：エントリーシート記入（ファイティングイーグルスホームページまたは裏面をご確認ください）
2：エントリーシート郵送またはメール送付
3：オーディションへの参加
4：合格者発表

＜オーディション　タイムテーブル＞
①11:30～11:50　受付　
②12:00～12:15　挨拶・説明
③12:15～12:30　ウォーミングアップ
④12:30～13:30　課題ダンスの振り入れ（60分）　
⑤13:30～13:40　休憩
⑥13:40～14:10　課題ダンス披露　
⑦14:15～14:30　質疑応答
⑧14:30～15:00　グループ面談（終了者から随時解散）
⑨15:00～16:00　合格者審議（参加者は休憩）
⑩16:00～16:10　合格者発表（合格者以外は解散となります）
1116:30～17:15　合格者への説明会
1217:15～18:00　解散・撤収

＜　注意事項　＞
1：受付を済ませ１２時までにオーディションが受けられる服装で準備お願い致します。
（ボディラインのわかるウエアを必ず着用）
2：ヘアメイクも審査の対象となります。
3：室内シューズをお持ちください。
4：応募された書類は返却いたしません。

＜申込書ダウンロード方法＞
ファイティングイーグルスホームページより、エントリーシートをダウンロードし必要事項を記載、3ヵ月以内に撮影した写真（全身
・バストアップ1点ずつ）を同封の上、郵送、またはメールでエントリーしてください。
メールの場合は、エントリーシートと写真2点を添付してください。

＜郵送での郵送先＞
一般社団法人ファイティングイーグルス名古屋　FEガールズオーディション係
〒450-8575　愛知県名古屋市中村区名駅４-9-8

＜FAXでの送付先＞
FAX：

＜メールでの送付先＞
Mail：

＜募集締め切り＞
2017年6月20日（火）（必着）

＜お問い合わせ＞
一般社団法人ファイティングイーグルス名古屋　FEガールズオーディション係
Mail：

【活動内容】
●ホームゲームへの出演（全30試合）
●各種イベント・メディアへの出演（不定期/主に土曜日・日曜日）
●地域への社会貢献活動、ボランティア活動
●SNSでの活動内容発信
【活動期間】
オーディション合格後～約1年間
【レッスン日】
●9月下旬の開幕に向けて週１回のレッスン（土曜日または日曜日を予定）
　会場：名古屋スクールオブミュージック＆ダンス専門学校
　※制作進行による開幕前の練習は増える可能性があります。
●開幕後はホームゲーム開催日に練習を行う
　会場：枇杷島スポーツセンター（最寄り駅、名鉄栄生駅または東枇杷島駅）
【待遇】
●ホームゲーム出演時の出演料支給
●各種イベント出演時の交通費支給
●ユニフォーム、ポンポンなどの衣装貸与
【応募資格】
●18歳以上～23歳以下の女性
　※未成年者の方は、親権者の承諾が必要／新年度よりへ専門学校・大学へ進学さ
　　れる方も対象とさせていただきます。
●活動内容が類似した団体・チームに属していない方
●2017-2018シーズン期間中、責任を持って活動に参加できる方／身体が健康な方
【応募・審査の流れ】
①エントリーシート記入
　※ファイティングイーグルスホームページまたは本紙裏面をご確認ください。
②エントリーシート郵送またはメール送付
③オーディションへの参加
④合格者発表

【オーディション　タイムテーブル】
①11:30～11:50　受付　
②12:00～12:15　挨拶・説明
③12:15～12:30　ウォーミングアップ
④12:30～13:30　課題ダンスの振り入れ（60分）　
⑤13:30～13:40　休憩
⑥13:40～14:10　課題ダンス披露　
⑦14:15～14:30　質疑応答
⑧14:30～15:00　グループ面談（終了者から随時解散）
⑨15:00～16:00　合格者審議（参加者は休憩）
⑩16:00～16:10　合格者発表（合格者以外は解散となります）
⑪16:30～17:15　合格者への説明会
⑫17:15～18:00　解散・撤収
【注意事項】
①受付を済ませ、１２時までにオーディションが受けられる服装で準備　をお願いい
たします。（ボディラインのわかるウエアを必ず着用）
②ヘアメイクも審査の対象となります。
③室内シューズをお持ちください。
④応募された書類は返却いたしません。
【申込方法】
本紙裏面またはファイティングイーグルスホームページよりダウンロードしたエント
リーシート（エクセルファイル）に必要事項を記載し、3ヵ月以内に撮影した写真（全身・
バストアップ1点ずつ）とともに、郵送、FAX、またはメールにてエントリーしてくださ
い。メールの場合は、エントリーシートと写真2点を添付してください。
【申込書ダウンロード方法】
ファイティングイーグルスホームページ（https://www.fighting eagles.jp/）内の
ニュース記事「FE Girls2017-2018シーズンメンバーオーディション」のリンクより
ダウンロードしてください。

日　　程：2017年6月25日（日）
時　　間：11：30～17：15（受付：11：30～11：50）
募集人数：13名　参　加　費：無料
会　　場：名古屋スクールオブミュージック＆ダンス専門学校
　　　　  （〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3丁目19-15）

募集締切：
6月20日（火）必着

【お問い合わせ】 一般社団法人ファイティングイーグルス名古屋　 FEガールズオーディション係　oubo@fightingeagles.jp 【お問い合わせ】 一般社団法人ファイティングイーグルス名古屋　 FEガールズオーディション係

【活動内容】
●ホームゲームへの出演（全30試合）
●各種イベント・メディアへの出演（不定期/主に土曜日
　・日曜日）
●地域への社会貢献活動、ボランティア活動
●SNSでの活動内容発信

【活動期間】
オーディション合格後～約1年間

【レッスン日】
●9月下旬の開幕に向けて週１回のレッスン（土曜日ま
　たは日曜日を予定）
　＠名古屋スクールオブミュージック＆ダンス専門学校
　※制作進行による開幕前の練習は増える可能性があ
　　ります。
●開幕後はホームゲーム開催日に練習を行う
　＠枇杷島スポーツセンター（最寄り駅、名鉄栄生駅ま
　たは東枇杷島駅）

【待遇】
●ホームゲーム出演時の出演料支給
●各種イベント出演時の交通費支給
●ユニフォーム、ポンポンなどの衣装貸与

【応募資格】
●18歳以上～23歳以下の女性
　※未成年者の方は、親権者の承諾が必要／新年度よ
　　り専門学校・大学へ進学される方も対象とさせてい
　　ただきます。
●活動内容が類似した団体・チームに属していない方
●2017-2018シーズン期間中、責任を持って活動に参
　加できる方／身体が健康な方

【応募・審査の流れ】
①エントリーシート記入
　※ファイティングイーグルスホームページまたは本
　　紙裏面をご確認ください。
②エントリーシート郵送、FAX、またはメール送付
③オーディションへの参加
④合格者発表

【オーディション　タイムテーブル】
①11:30～11:50 受付　
②12:00～12:15 挨拶・説明
③12:15～12:30 ウォーミングアップ
④12:30～13:30 課題ダンスの振り入れ（60分）　
⑤13:30～13:40 休憩
⑥13:40～14:10 課題ダンス披露　
⑦14:15～14:30 質疑応答
⑧14:30～15:00 グループ面談（終了者から随時解散）
⑨15:00～16:00 合格者審議（参加者は休憩）
⑩16:00～16:10 合格者発表（合格者以外は解散）
⑪16:30～17:15 合格者への説明会
⑫17:15～18:00 解散・撤収

【注意事項】
①受付を済ませ、１２時までにオーディションが受けられ
　る服装で準備をお願いいたします。（ボディラインの
　わかるウエアを必ず着用）
②ヘアメイクも審査の対象となります。
③室内シューズをお持ちください。
④応募された書類は返却いたしません。

【申込方法】
本紙裏面またはファイティングイーグルスホームペー
ジよりダウンロードしたエントリーシート（エクセルファ
イル）に必要事項を記載し、3ヵ月以内に撮影した写真
（全身・バストアップ1点ずつ）とともに、郵送、FAX、また
はメールにてエントリーしてください。メールの場合は、
エントリーシートと写真2点を添付してください。

【申込書ダウンロード方法】
ファイティングイーグルスホームページ（https:// 
www.fightingeagles.jp/）内のニュース記事「FE 
Girls 2017-2018シーズンメンバーオーディション」の
リンクよりダウンロードしてください。

【郵送での郵送先】
一般社団法人ファイティングイーグルス名古屋
FEガールズオーディション係
〒450-8575 愛知県名古屋市中村区名駅４-9-8

【FAXでの送付先】
FAX ： 052-584-6846
【メールでの送付先】
Mail ： oubo@fightingeagles.jp
【募集締切】
2017年6月20日（火）必着

FE girls 2017-2018メンバーオーディション
ファイティングイーグルス名古屋オフィシャルチアダンスチーム エフイーガールズ

プロバスケットボールリーグ（Bリーグ）に所属する、ファイティングイーグルス名古屋のオフィシャルチアダンスチーム
FE girls（エフイーガールズ）2017-2018シーズンメンバーオーディションの開催決定!! 

ファイティングイーグルス名古屋 2017-2018シーズン
FE girls メンバーオーディション申込書

No.
申込日 2017年　　　　月　　　　日

記入しないでください

申し込み者
氏　名 印

フリガナ

住　　所

電話番号 緊急連絡先

生年月日 西暦　　　   　年　　  月　　  日（　 　  歳）　最終学歴（在学校）

チアリーディング歴 年有　・　無

年

有　・　無

幼児 ・ キッズ ・ 大人

身　長 cm 体　重 kg

靴のサイズ cm 洋服のサイズ SS ・ S ・ M ・ L

出　身　地

ポジション

バストアップ画像 全身画像

ダンス指導経験

メールアドレス
（携帯）

メールアドレス
（PC）

〒

ダンス歴

（ジャンル・経歴・受賞歴等）

志望動機

保護者氏名
18歳未満の方のみ

フリガナ

お申込について　●本申込書に必要事項をご記入の上、郵送/FAX/メールのいずれかの方法にてご提出ください。 6月20日（火）必着
FE girlsの出演映像を
スマホでチェック!!

Mail ： oubo@fightingeagles.jp　FAX ： 052-584-6846
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