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会場での開催 & オンライン 

OMC 国際選手権大会 

OMC WORLDのみが開催できる 

 

 

 

OMC ヘアワールドの開催に関心のある OMC加盟組織は、電子メールを OMCヘアワールド社の最高経営責任者に

送信し要望を伝えます。  

 

OMCヘアワールド社は、OMCが国際的な選手権大会を成功できる国の独立した公正な会社に下請けに出します。公

正な会社との間で金銭的合意がなされている場合、OMC加盟組織が主催者となる特権を持ちます。 

 

承認されているOMCの国際的な選手権大会： 

 

•OMCヘアワールド / OMCワールドカップ 大会会場でのリアル開催またはオンライン（毎年） 

 

•OMCオンライン予選オープン個人選手権 

 

•OMCオンライン欧州選手権 

 

OMCヘアワールド社は、金銭的義務と選手の出場登録料を設定します。 
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                         2021OMCオンライン欧州選手権                          

オンライン大会総合規定 
 

● 年会費支払い済みのOMC加盟団体の会員のみ登録が許可される。 

● 選手が出場できるのは、メンズヘアまたはレディスヘアのシニア部門またはジュニア部門、エステ、ネイルの中から１
部門とする。 

● すべての選手は、OMC競技要項（2021年１月バージョンB）およびインスピレーションガイドを遵守しなければなら
ない。 

● マネキンヘッド競技で使用できるマネキンは、４社の公式マネキンスポンサーの中から選択しなければならない。 

● 選手の登録Ｅメールアドレスが不当な場合、OMCは登録を取消す。 

● 加盟団体の代表者は、選手にOMCから付与される加盟団体の登録コードを提供する必要がある。 

● ヘア部門は、マネキンヘッドでのみ実施される。 

● エステのメイク競技は、学生競技を除いて人間モデルで実施される。ネイル部門はマネキンまたは人間モデル。 

● ヘア、メイク、ネイル競技の写真の背景は、白または黒でなければならない。 

● フォトショップまたはいかなる種類の画像編集は禁止される。 

 

登録 

OMC加盟団体の選手は、個人戦で行われる 2021OMC欧州選手権にのみオンラインで登録できます。登録は登録ページ
に従う必要があります。なお、メールによる登録はお断りします。 

 

オンライン登録： 
登録するすべての選手は、各加盟団体のコードを持っている必要があります。OMCは、毎年、すべての加盟団体に加盟国、
加盟団体、選手を認識するための特別な IDコードを提供します。OMCのメンバーではなくなったに団体の選手が登録した
場合、OMCは責任を負いません。 

 

写真：アップロード 

ヘア部門：選手は、競技種目ごとに２枚の写真をアップロードする必要があります。１枚はプロファイルまたはフロント、もう１枚
はバック。クリエイティブメイク：ポートレート写真１枚のみ。コマーシャルメイク：ポートレート写真１枚のみ。アイブロウ：作品の
前と後の２枚の写真。ステージメイクアップ：写真１枚のみ。ボディペインティング：フルレングス１枚とポートレート１枚の２枚の
写真。ネイル部門マネキンハンド：片手の写真を１枚のみ。ネイル部門人間モデル：両手で見せる写真。 

 

同一のヘアスタイル作品 

マネキン競技で同じまたは他の国の選手が同一のヘアスタイルを使用することは禁止されている。これが見受けられた場合、
OMCは１名のみを受け入れ、他のすべてはペナルティを科します。 

 

同一の衣装 

審査委員が衣装でどの国の選手かを認識するのを避けるために、同じまたは他の国の選手が同一の衣装を使用することは禁
止されている。これが見受けられた場合、OMCは１名のみを受け入れ、他のすべてはペナルティを科します。同じ部門で複
数のカテゴリーに参加している選手は、マネキン/モデルに同じ服装を使用できる。 

 

トレーナー/選手の誠実さ 

OMCは、すべてのトレーナーが各選手に自分の作品を提示することを許可し、他の誰かやトレーナーまたは他の選手が完
成させた作品を提示することを許可しないように提案します。 OMCが不正行為に気付いた場合、作品の失格の他に、OMC

は当該選手を失格とする。OMCの選手権では、誠実さと公平さを維持することが不可欠です。 

 

OMC審査委員グループ 

OMCのインスピレーションガイドを遵守し、主題外の作品を判別するための知識を持っている審査員のみを招待します。 

 

OMCプロフェッショナル審査員 

OMCは、独自の一方的な決定により、OMCを代表する審査員を選出します。彼らの名前は公開されず、彼らの採点を
OMCの採点とします。OMC採点は他の国際審査員の数に応じて複数回カウントされることがあります。 

 

賞 

シニア部門の１位には、トロフィーとディプロマ。２位から７位はその順位のメダルの画像が付いたディプロマが授与される。 

ジュニア部門の 1位には国際ライジングスターアワードのトロフィーとディプロマ。２位と３位にはメダルの画像が付いたディプ
ロマが授与される。４位～７位にはその順位のディプロマが授与される。 

 

OMC競技委員会 

OMC競技委員会は、選手の不正行為を予見した場合、その絶対的な裁量により選手を失格とする場合がある。 
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2021OMCオンライン世界選手権     

 

美容シニア マネキンヘッド 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理容シニア マネキンヘッド 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジュニア ライジングスターアワード 

個人戦種目 
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すべての種目は、まず個別に競われる。 

 

クリエイティブ スタイル（マネキン） 
ヘア・バイ・ナイト（マネキン） 
アヴァンギャルド－カット/カラー（マネキン） 
ファンタジー スタイル（マネキン） 
コマーシャル デイ（マネキン） 
コマーシャル イブニング（マネキン） 
 
アイブロー シェイピング＆ティンティング（人間モデル） 
スモーキー アイ メイクアップ（人間モデル） 
コマーシャル メイクアップ（人間モデル） 
クリエイティブ メイクアップ（人間モデル） 
クリエイティブ ネオン メイクアップ（人間モデル） 
ステージ メイクアップ（人間モデル） 
ボディペインティング（人間モデル） 

学生：アイブロウ タトゥー（マネキンフェイス） 

 

 

コマーシャル カット（マネキン） 
コマーシャル カーリー（マネキン） 

ファッション プロ（マネキン） 
テクニカル ファッション（マネキン） 

 

理容 
 
クリエイティブ スタイル（マネキン） 
クラシック カット（マネキン） 
スキン フェード（マネキン） 
コマーシャル カット（マネキン） 
コマーシャル カーリー（マネキン） 
 

ファッション ガラ（マネキン） 
ファッション ブライダル（マネキン） 
コマーシャル カット（マネキン） 

ファッション プロ カット（マネキン） 
テクニカル フリー スタイル（マネキン） 

 

 

ネイルペインティング 

ネイルファンタジー（マネキンハンド） 
ネイル クリエイティブ（人間モデル） 
ネイル ファンタジー（人間モデル） 

 

クリエイティブ スタイル（マネキン） 
クラシック カット（マネキン） 
クラシック フェード（マネキン） 
スキン フェード（マネキン） 
ヘアリプレイスメント（マネキン） 

美容 
 

クリエイティブ スタイル（マネキン） 
ヘア・バイ・ナイト（マネキン） 

コマーシャル デイ（マネキン） 
コマーシャル イブニング（マネキン） 
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クリエイティブカテゴリー 
1）クリエイティブ スタイル 
2）ヘア・バイ・ナイト 
 
個人戦 
アヴァン ギャルド（マネキン） 
ファンタジー スタイル（マネキン） 
テクニカル フリー スタイル（マネキン） 
マスタースタイリスト（４０歳以上） 
 
 
 
エステ部門 
 
コマーシャル メイクアップ（人間モデル） 
クリエイティブ メイクアップ（人間モデル） 
アイブロー シェイピング＆ティンティング（人間モデル） 
スモーキー アイ メイクアップ（人間モデル） 
クリエイティブ ネオン メイクアップ(人間モデル) 
ステージ メイクアップ（人間モデル） 
ボディペインティング（人間モデル） 
 
学生 アイブロウ タトゥー（マネキン） 

プレステージカテゴリー（人間モデル） 
１）ファッション ガラ 

２）ファッション ブライダル 

 

トレンドカテゴリー（マネキン） 
１）コマーシャル カット 

２）ファッション プロ カット 

 

 

 

 

 
ネイル部門 

 

ネイルペインティング-ボックス 

ネイルファンタジー（マネキンハンド） 
ネイル クリエイティブ ブライダル（人間モデル） 

ネイル ファンタジー（人間モデル） 
 

個人戦 
ヘア リプレイスメント 
マスタースタイリスト（４０歳以上） 

 

2021 OMC世界大会 ジャパン         

会場で実施される団体戦＆個人戦 競技種目 

OMC チーム自動選抜 

 

美容シニア ヘア部門 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オンライン フォトコンテスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理容シニア部門 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMCライジングスターアワード 

ジュニア部門個人戦 
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すべての種目は、まず個別に競われる。 

 

ファッションカテゴリー（マネキン） 
１）コマーシャル デイ 

２）コマーシャル イブニング 

クリエイティブカテゴリー（マネキン） 
１）クリエイティブ スタイル 
２）クラシック カット 

メンズトレンドカテゴリー（マネキン） 
１）コマーシャル カット 
２）カーリー スタイル 

バーバーフェードカテゴリー（人間モデル） 
１）クラシック フェード カット 
２）スキン フェード カット 

メンズファッションプロカテゴリー（マネキン） 
１）ファッション プロ カット 

２）テクニカル ファッション スタイル 

理容ジュニア（マネキン） 
 
クリエイティブ スタイル 
クラシック カット 
スキン フェード カット 
コマーシャル カット 
カーリーコマーシャル スタイル 
 

美容ジュニア（マネキン） 
 

クリエイティブ スタイル 
ヘア・バイ・ナイト 

コマーシャル デイ 
コマーシャル イブニング 
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大会総合規定 
 

すべてのOMCの国際的な選手権大会はＯＭＣヘアワールド社によって指揮される。 

オンライン登録は全てのOMC加盟国組織の選手に開かれています。 

 

OMC 定款第９条には、すべての OMC 加盟国の組織は、OMC の非競争ルールを遵守し、尊重すること求められています。

OMC 加盟国の組織は、OMC の後援ではない国際大会を組織することはできません。この原則は選手についても当てはまり

ます。OMC加盟組織のすべての選手は、OMCワールドの主催で開催される大会のみで競い合うことができます。 

OMC加盟国は国内選手権のみ開催することができます。そうでない場合、OMCとのメンバーシップはキャンセルされます。 

 

１． 登録条件 

OMC の会員国であり、かつ会費を支払い済みの国が、OMC の国際的な選手権大会に出場できる。オンライン登録は

締め切りまで保証されています。 

 

2.  シニア部門 OMCチーム自動選抜 

   全ての OMC 加盟団体は個別に競技に選手を登録します。OMC ワールドカップ：成績上位３名をチームとして算入しま

す。チームの構成には国を基本としているため、同国内他団体の選手を含むことができます。  他の全ての国際大会は、

個別競技を基本とします。 

 

3.   チームカップを受け取るためにはシニアチーム最低５チームの参加 

    シニアの団体戦種目で OMC世界大会への登録が５チーム未満の場合、そのカテゴリーは自動的に個人戦種目となりま

す。このことは、シニアチームへのワールドカップが授与されないことを意味します。同じ原則がジュニアチームへのイン

ターナショナルカップにも適用されます。大会前日の審査委員会議で代表者に通知されます。しかし選手の士気を低下

させないため該当種目については言及しません。選手が 10 名未満の場合、ＯＭＣは競技をキャンセルする一方的な選

択をします。 

 

4.  ジュニア部門は個人戦種目のみ 

   「OMCジュニアライジングスターアワード」として実施する。  

 

５． 選手の国籍および居住権 

選手は、それらの国がOMC会員国団体の会員であれば自分が居住している国または出身国のいずれかの国を代表す

る選手として出場することができる。 

  

６． 選手＆モデル・リリース（権利放棄証書） 

選手およびモデルは競技要項のモデルリリースに記載されている全ての著作権条件に自動的に同意するものとします。

会員国／団体は、選手とモデルがサインしたモデル・リリースを送付する責任がある。ＯＭＣと主催国は選手およびモデ

ル・リリースの未提出が原因となる損害に対していかなる責任を負わない。 

 

７． 選手登録料 

競技の登録料については、すべてOMCヘアワールド社によって設定されている。 

登録と支払いは、オンラインでのみ行うことができます。 

     

８． 登録ファイル 

登録ファイルには、登録する選手全員の氏名とメールアドレスが入っていること。ＯＭＣはすべての登録申請をチェック

する。ＯＭＣの会員国は、登録したチームおよび個人選手全員に対してすべての責任を直接負う。OMC は、メンバーに

よる違反に対し、責任は負わない。大会期間中もしくは大会終了後にＯＭＣ会員国団体のこれら規則に対する違反が発

覚した場合、そのチャンピオンタイトルが剥奪され、該当選手は失格となる。会員国は該当する選手が得たすべての賞を

返却しなければならず、またその国は罰則を受けることになる。 

 

 

7/57 

 



2021 OMC Competition Guidebook 

OMC Copyright © All right Reserved -Version B 2021 January      

 

９． 各国の公式トレーナー 

国の公式トレーナーは、優勝チームをトレーニングしたかどうかに関係なく、（ワールドチャンピオン）とは見なされません。

彼らのタイトルは、優勝チームのトレーナーです。 

シニアの上位３チームの公式トレーナーには、メダルの画像を含む OMC インターナショナルトレーナーディプロマが授

与され、４位と５位はディプロマのみ受け取ります。 

OMC は各国組織の公式トレーナーのみを認定します。 例：異なる国のトレーナーが代表チームをトレーニングし、その

チームが OMC ワールドカップに勝った場合、そのトレーナーはワールドチャンピオンとはみなされず、ステージの優勝

チームに参加することはできません。 

 

10. OMCワールドカップの資格 

OMC ワールドカップは、その国の全国組織に属しています。団体戦で優勝した３名のチームメンバーには、メダルの代

わりにミニチュアコピーが授与されます。OMCワールドカップをコピーすることは禁止されています。 

OMC ワールドカップの優勝者ではない選手は、個人的に勝利したことのないにもかかわらず、ソーシャルメディア上で、

OMC ワールドカップの写真を用い宣伝することは禁じられています。 このような場合は、OMC に対する有害な行為と

みなされます。 OMCは、代表チームの称号を取り消し、所属する加盟団体のメンバーシップを取り消す権利を有する。 

 

11. ジュニア選手の年齢制限２２歳（大会当日、２３歳の誕生日は不可） 

競技当日の競技エリア内でジュニア選手は、年齢を証明するためにパスポートまたは法的な身分証明書を競技委員に

提示する必要がある。証明が提出されないジュニア選手は大会出場資格を失う。チャンピオンのタイトルも剥奪され、ま

た、このことは全ＯＭＣ会員国に告知される。 

 

   OMCジュニアライジングスターアワード 

   全てのジュニアの選手権は“OMC ジュニアライジングスターアワード”というタイトルで行われる。ジュニアインターナショ

ナルのタイトルを誤って使用した場合、OMC はそのジュニア選手および会員国のタイトルを取り消す。OMC ワールドチ

ャンピオンの称号はシニア部門選手のみが使用できる。 

 

12． 競技のキャンセルまたは日程変更 

   ＯＭＣは、必要と判断された場合、競技のキャンセルまたは日程の変更を行う権利がある。ＯＭＣが競技をキャンセルし

た場合、キャンセルされた種目の登録料は払い戻される。選手が登録締め切り後に参加をキャンセルした場合、登録料

の払い戻しはありません。 

 

13． 同時出場の禁止 

   同一の大会でレディス、メンズのどちらにも出場することは禁止されている。選手は同一大会でレディス、メンズ、エステ、

ネイルのいずれか 1つの部門にしか出場できません。 

 

1４．ＯＭＣロゴを使用したマスタークラス 

   組織および個人のメンバーが個人的な利益のためのマスタークラスを開催する際にＯＭＣのロゴを使用することは禁止さ

れている。この場合、そのタイトルは取り消される。ＯＭＣのロゴを使用せず、タイトルのみを使用してサロンや個人イメー

ジの宣伝をすることはできる。 

 

ソーシャルメディアに写真を投稿する 

    OMC から受け取ったリンクから、他の国の選手の作品写真を投稿することは禁じられています。 すべての作品写真は

自動的にOMCの所有物になり、OMCのロゴ/著作権が付与されます。 

 

2020年OMCオンライン世界大会の 1位、2位、3位の選手が出場することは禁じられています。これらの選手は他のカ

テゴリーに参加することができます。 さらに、2020 年のオンライン世界大会で 1 位、2 位、3 位となった写真を他の選手

が使用することは禁じられています。
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競技の原則 
美容／理容／シニア／ジュニア 

 
１． 団体戦種目 

競技要項に明記されていない限り、団体戦種目は個別に分けては行うことはできない。団体戦種目に登録しどちらか一

方にしか出場しなかった場合でも、登録料は変わらない。 

 

２． 髪をブラッシングまたは濡らす 

         選手は待機エリアに並ぶ前に、競技に応じてモデル/マネキンのヘアをブラッシングまたは濡らす必要がある。 

 

３． ミラー番号 

選手のミラー番号は選手の待機エリアで配布される。配布後、OMC競技委員が選手を競技エリアに案内する。 

 

４． モデル 

すべてのＯＭＣの国際大会では、モデルはOMCにより提供されたケープを身につけること。 

モデルはヘアスタイルについて選手の手助けをしてはならない。（ 例：髪を乾かす、髪に触れる等 ） 

 

５． 違反 

競技規則の違反を犯した選手および競技に関する指示に従わない選手については、有効な減点表に基づきワイズマン

委員会によって減点される。該当する選手は成績表を見て自分に課された減点を知ることになる。 

最低減点数は違反項目につき 30点で、他のすべての違反は５点、停止サインの無視は５点の減点が課される。 

 

６． 不適切なメイクアップ 

   理容および美容部門の不適当なメイクは、審査員への認識合図と解釈され、３０点減点される。 

 

７． 衣装 

すべてのレディスとメンズのモデルまたはマネキンの頭は、異なる服装をしている必要があり、いかなる種類の兆候（ロ

ゴ、デザイナー名）を示すことも禁じられています。美容・理容のモデル/マネキンヘッドの衣装は、ロゴやデザイナー名

が表示されていない標準のものでないといけない。 

理容の衣装は男性的なもので、ジャケットは必須となる。適合しない例のチラシをすべての加盟国に送信する。適合して

いない場合、選手は減点表に基づき減点となる。 

 

８． 失格 

a） ＯＭＣオフィシャルスポンサー以外のマネキンヘッドを使用した場合。 

b） 割り当てられたミラー番号を他の選手と交換した選手。 

c) ヘアリプレイスメント競技でオフィシャルスポンサー（アデランス）のヘアピース以外を使用した場合。 

 

９. マネキンヘッド審査 

   ワイズマンが常にマネキンヘッドをチェックできるようにしなければならない。ボディマネキンの使用は禁止され、マネキ

ンは三脚に取り付けられた状態にしなければならない。三脚はOMCのルールに従って衣装を着せることができるが、テ

ーブルに用具やその他の物を置いておくことは許されない。 

 

1０. 理容マネキンヘッド審査 

  理容マネキンヘッドの審査は鏡に対して顔の正面を向けなければならない。マネキンが正面でない方向に傾いている場

合、ワイズマンによって調整される。 

 

1１. 倫理規則 

OMC のイメージと整合性を保護するために、OMC 役員会のメンバーは競技ステージで行われる競技にのみ参加するこ

とができる。 
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ＯＭＣ国際競技表彰システム 
 

シニア タイトル： 
OMC ワールドカップおよびそのタイトルは、シニア選手にのみ授与されます。 OMC ワールドカップは、該当する種目の優
勝組織に属しています。 ただし、選手がその国の別の組織に属している場合、ワールドカップは、選手が最も多い組織に送
られます。さらに、３つの組織から１名ずつ選手を輩出している場合、OMC ワールドカップは、最も多くのポイントを獲得した
選手の属する組織に送られます。 

シニア表彰 
個人                                    チーム 

   金メダル＋ディプロマ               ミニチュアワールドカップ＋ディプロマ 
銀メダル＋ディプロマ                         銀メダル＋ディプロマ 

   銅メダル＋ディプロマ                         銅メダル＋ディプロマ 
   ４位のディプロマ                             ４位のディプロマ 
   ５位のディプロマ                             ５位のディプロマ 

 
 
シニアOMCワールドカップのコピー禁止 
OMC 加盟団体または選手個人が OMC ワールドカップをコピーしようとする場合、OMC はワールドチャンピオンのタイトルと
メンバーシップを取り消します。 
 
マスタークラス開催時のＯＭＣ名称やロゴ使用の禁止 
加盟団体の会員やシニア、ジュニア選手が、自身の個人的な利益のためのマスタークラスを開催する際にＯＭＣの名称やロ
ゴを使用することは禁止されている。この場合、そのメンバーシップとタイトルは取り消される。タイトルのみを使用してサロン
や個人イメージの宣伝をすることはできる。 
 
ジュニア タイトル：  
OMC ジュニアライジングスターアワード。ジュニア選手は決して「ジュニアワールドチャンピオン」に昇格することはありません。
この場合、OMCはジュニアタイトルを取り消し、個々の選手および加盟団体に対して法的措置が取られます。 
 
ジュニア表彰 
1位、２位、３位のジュニアはトロフィーとディプロマを受け取る。４位と５位にはディプロマのみが授与される。 
 
１． 国の最優秀賞/賞のイメージ入りのディプロマ 

OMC は、大会の２週間後に電子ファイルでディプロマをお送りします。 すべての参加選手には、OMC プレステージ参
加証が授与されます。 

 
２． OMCゾーン チーム表彰（世界大会のみ） 
   OMC ゾーンカップは、当該ゾーンの最高位のチームに授与されますが、そのチームが優勝した場合、ゾーンカップは、

同じゾーンの第２位のチームに授与されます。 
例：レディーステクニカルカテゴリーの勝者が韓国チームであった場合、アジアゾーンカップは、アジアで２番目のチー
ムに授与されます。 

 
３． シニアナショナルチームのトレーナーへ授与される賞  

シニアの美容と理容の上位３チームの公式トレーナーには、ＯＭＣインターナショナルトレーナーメダルの画像の入った
ディプロマが、４位と５位のチームのトレーナーにはディプロマのみ授与される。 

 
４． OMCダイヤモンドアワード-すべてのシニア個人ワールドチャンピオンに授与 

 
５.  レオ・パッサージュ クリエイティブアワード 

レオ・パッサージュクリエイティブアワードは、美容と理容のジュニア選手の第１種目の優勝者に与えられる。（世界大会
のみ） 

 
    
６． 成績 

ＯＭＣ加盟団体代表者宛に送付する。 
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競技委員の地位 

 

 

レディスヘアとメンズヘア、エステ、ネイルの競技委員（コンペティションディレクター）は、知識豊富な OMC 加盟

国組織で構成されています。 

 

OMC 世界会長は、当該年の OMC 世界大会の 3 カ月前に、OMC 世界大会を支援することに熱心で誇りを持っ

ている知識豊富なヘアスタイリストに対し招聘状を送ります。競技委員の地位は任意であり、招聘を受け入れた場

合、彼らは自分の旅行と宿泊の費用を支払う責任があります。 

 

競技委員の役割 

 

１． 競技委員は、OMC世界会長の権限下にあるグローバル競技委員長から職務指示書を受け取ります。 

 

2． 競技委員は、関連する各カテゴリーに従い、選手村内の選手をコーディネートします。これらの選手を競技会

場の指定されたミラー番号に案内します。ミラー番号は選手村の待機エリアで選手に配布されます。 

 

3． 競技委員は、担当する競技での違反をゼネラルコミッショナーに報告する。競技委員は選手にペナルティを

与える責任を負いません。 

 

4． 競技開始前、ゼネラルコミッショナーは、競技委員と共に、自分の担当のすべてのモデルと選手を、OMC 規

則に従っているかチェックする。違反が見つかった場合、選手のミラー番号と違反を紙に記録する。 

 

５． ゼネラルコミッショナーは、グローバル競技委員長および OMC世界会長と協議のうえ、違反した選手にペナ

ルティを与えるかどうかの最終決定を行う。 

 

６． 競技委員には、OMC 公式カメラで違反の写真を撮ることを勧奨する。写真は、違反の持続可能な証拠です。

違反の写真がない場合、証拠がないため違反に有効な対応できません。 （停止命令を除く）。 

 

７． ゼネラルコミッショナーとグローバル競技委員長が下したすべての決定には、両者の署名が必要です。グロ

ーバル競技委員長は、審査委員の採点表を封筒に入れ封をして、コンピュータースタッフに渡します。コン

ピュータープログラマーは、ペナルティポイントを入力する。 

 

８． グローバル競技委員長は、ジャッジに呼び出される前に審査委員に説明する責任がある。 
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競技要項 - 理容シニア 

ＯＭＣオフィシャルスポンサー以外のマネキンは失格になる 

 

全身または半身ボディマネキンの使用は禁止。マネキンは三脚に取り付けられた状態にしなければならない。 

シニア部門に１度出場した選手は、再びジュニア部門に戻ることはできません。 

 

選手の準備エリアには電気プラグと鏡は用意されていない。 

競技フロアでは選手一人につき２０００ワット以下の電気プラグが用意されているが、プラグには電気器具は一つしかつ

けてはならない（マルチタップの使用は不可）。 

競技時の混乱を回避するために、選手は大会の前に開催国の電圧（220ｖあるいは 110ｖ）を確認する責任がある。 
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クリエイティブ スタイル 
 理容  －  個人戦 
 マネキンヘッド（ＯＭＣオフィシャルスポンサーのものであること） 
 選手の年齢制限記載なし － あらゆる年齢の選手の出場が可能 

 
 
選手は、選手村の待機エリアに並ぶ前に、マネキンの頭を濡らさなければなりません。 ミラー番号は、待機エリア
で配布されます。OMC 競技委員の 1 人が、選手をそれぞれのミラーに誘導します。選手には、すべてのツール
を準備するために５分間与えられます。競技委員はルールに則っているかをチェックします。ゼネラルコミッショナ
ーが競技を開始します。 
 
（オンラインのみ）選手は、マネキンのプロフィール写真 1 枚とバックからの写真 1 枚の計２枚をアップロードしな
ければならない。 
競技終了時、マネキンヘッドは鏡に対して顔の正面を向けていなければならない。 
サングラスを含むあらゆる種類の小道具の使用禁止 
ヘアエクステンションは許可されていない 
 
ヘアスタイルはインスピレーションガイドを反映したものでなければならない 
 

 
１． ヘアカラー  最大３色の、全頭でコントラストのない調和のとれたヘアカラー。 

そうでない場合。 ペナルティポイントが課される。 
許可される色は、白、黒、ブラウン、ブロンド、シルバー。 
他のすべての色およびカラースプレーは禁止されています。 

 
２． 頭髪の長さ   髪の長さは自由。 
 
３． シェービング  マネキンの頭皮を剃ることは禁止されている。 
 
４． カット   カットは禁止されている。 
 
５． セット用具   すべてのセット用具は許可される。 
 
６． 整髪剤   すべての整髪剤は許可される（ジェル、ワックス、スプレー）。 
 
７． メイク   ワイズマンによって不適切と見なされたメイクはペナルティの対象となる。 
 
８． 競技時間 ３０分間 
 
９． 審査  審査員は、スタイル、カラーの全体の印象を審査する。審査の際、審査員はトップも

含めて作品全体を見なくてはならない。 
 
10． 衣装   主旨に沿わない衣装は減点される。 
 
11． 得点       最高点： ３０点 
  最低点： ２５点 
 
12． 減点  違反ごとに３０点 
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クラシック カット 
 理容  －  個人戦 
 マネキンヘッド（ＯＭＣオフィシャルスポンサーのものであること） 
 選手の年齢制限記載なし － あらゆる年齢の選手の出場が可能 

 
 
選手は、選手村の待機エリアに並ぶ前に、マネキンの頭を濡らさなければなりません。 ミラー番号は、待機エリア
で配布されます。OMC 競技委員の 1 人が、選手をそれぞれのミラーに誘導します。選手には、すべてのツール
を準備するために５分間与えられます。競技委員はルールに則っているかをチェックします。ゼネラルコミッショナ
ーが競技を開始します。 
 
（オンラインのみ）選手は、マネキンのプロフィール写真 1 枚とバックからの写真 1 枚の計２枚をアップロードしな
ければならない。 
競技終了時、マネキンヘッドは鏡に対して顔の正面を向けていなければならない。 
サングラスを含むあらゆる種類の小道具の使用禁止 
ヘアエクステンションは許可されていない 
 
ヘアスタイルはインスピレーションガイドを反映したものでなければならない 
 
 
１． 頭髪の長さ   トップの髪の長さは自由。後頭下部と耳周りが４㎝よりも短い場合減点の対象となり

ます。もみあげは事前にカットできる。 
 
２． ヘアカラー   黒のみ。カラースプレーの使用は禁止されている。 
 
３． シェービング マネキンの頭皮を剃ることは禁止されている。 
 
４． カット用具  クリッパーおよびセニングシザーの使用は禁止されている。 
 
５． カット ネックラインは伝統的な刈り上げとぼかしが入っていなければならない。 
 
６． スタイリング  すべてのセット用具とセット剤の使用が認められる。 
 
７． メイク  ワイズマンによって不適切と見なされたメイクはペナルティの対象となる。 
 
８． 衣装   主旨に沿わない衣装は減点される。 
 
９． 競技時間 ３５分間 
 
10． 審査          審査員は、カット、スタイル、カラー全体の印象を審査する。審査の際、審査員はト

ップも含めて作品全体を見なくてはならない。 
 
11． 得点       最高点： ３０点 
 最低点： ２５点 
 
12． 減点 違反ごとに３０点 
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 コマーシャル カット 
 理容  －  個人戦 
 マネキンヘッド（ＯＭＣオフィシャルスポンサーのものであること） 
 選手の年齢制限記載なし － あらゆる年齢の選手の出場が可能 

 
 
選手は、選手村の待機エリアに並ぶ前に、マネキンの頭を濡らさなければなりません。 ミラー番号は、待機エリア
で配布されます。OMC 競技委員の 1 人が、選手をそれぞれのミラーに誘導します。選手には、すべてのツール
を準備するために５分間与えられます。競技委員はルールに則っているかをチェックします。ゼネラルコミッショナ
ーが競技を開始します。 
 
（オンラインのみ）選手は、マネキンのプロフィール写真 1 枚とバックからの写真 1 枚の計２枚をアップロードしな
ければならない。 
競技終了時、マネキンヘッドは鏡に対して顔の正面を向けていなければならない。 
サングラスを含むあらゆる種類の小道具の使用禁止 
ヘアエクステンションは許可されていない 
 
ヘアスタイルはインスピレーションガイドを反映したものでなければならず、まるでサロンから出てきたかのようなコ
マーシャルカットであること。 
テクニカルやプログレッシブな作品はペナルティの対象となります。 
 
１． 頭髪の長さ   トップの髪の長さは最低８㎝以上なければならない。後頭下部と耳周りが４㎝よりも

短い場合減点の対象となります。もみあげは事前にカットできる。 
  
２． カット用具  すべてのカット用具が許可される。 
 
３． スタイリング  ブロードライヤーと１つのブラシを使用することができる。他のすべての器具は禁止

される。 
 
４． 整髪剤  整髪剤（ワックス、ジェル、スプレー）が使用できる。 
 
５. ヘアカラー  最大３色の、全頭でコントラストのない調和のとれたヘアカラー。 

そうでない場合。 ペナルティポイントが課される。 
許可される色は、白、黒、ブラウン、ブロンド、シルバー。 
他のすべての色およびカラースプレーは禁止されています。 

 
６． メイク  ワイズマンによって不適切と見なされたメイクはペナルティの対象となる。 
 
７． 競技時間 ３０分間 
 
８． 審査         審査員は、スタイル、カラー全体の印象を審査する。審査の際、審査員はトップも含

めて作品全体を見なくてはならない。 
 
９． 衣装  主旨に沿わない衣装は減点される。 
 
10． 得点 最高点： ３０点 
 最低点： ２５点 
 
11． 減点 違反ごとに３０点 
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 カーリーコマーシャル スタイル 
 理容  －  個人戦 
 マネキンヘッド（ＯＭＣオフィシャルスポンサーのものであること） 
 選手の年齢制限記載なし － あらゆる年齢の選手の出場が可能 

 
 
選手は、選手村の待機エリアに並ぶ前に、マネキンの頭を濡らさなければなりません。 ミラー番号は、待機エリア
で配布されます。OMC 競技委員の 1 人が、選手をそれぞれのミラーに誘導します。選手には、すべてのツール
を準備するために５分間与えられます。競技委員はルールに則っているかをチェックします。ゼネラルコミッショナ
ーが競技を開始します。 
 
（オンラインのみ）選手は、マネキンのプロフィール写真 1 枚とバックからの写真 1 枚の計２枚をアップロードしな
ければならない。 
競技終了時、マネキンヘッドは鏡に対して顔の正面を向けていなければならない。 
あらゆる種類の小道具の使用禁止 
ヘアエクステンションは許可されていない 
 
ヘアスタイルはインスピレーションガイドを反映したものでなければならず、まるでサロンから出てきたかのようなコ
マーシャルカーリースタイルであること。 
テクニカルやプログレッシブな作品はペナルティの対象となります。 
 
１．頭髪の長さ  髪の長さは自由。競技中にカットしにないこと。 
 
２．スタイリングのみ すべてのセット用具は許可される。 
 
３．整髪剤  整髪剤（ワックス、ジェル、スプレー）。 
 
４．ヘアカラー  最大３色の、全頭でコントラストのない調和のとれたヘアカラー。 

そうでない場合。 ペナルティポイントが課される。 
許可される色は、白、黒、ブラウン、ブロンド、シルバー。 
他のすべての色およびカラースプレーは禁止されています。 

 
５．メイク  ワイズマンによって不適切と見なされたメイクはペナルティの対象となる。 
 
６．衣装  主旨に沿わない衣装は減点される。 
 
７．競技時間 １５分間 
 
８．審査 審査員は、カット、スタイル、カラー全体の印象を審査する。審査の際、審査員はト

ップも含めて作品全体を見なくてはならない。 
 
９．得点        最高点： ３０点 
  最低点： ２５点 
 
 
10．減点  違反ごとに３０点 
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 ファッション プロ カット 
 理容  －  個人戦 
 マネキンヘッド（ＯＭＣオフィシャルスポンサーのものであること） 
 選手の年齢制限記載なし － あらゆる年齢の選手の出場が可能 

 
 
選手は、選手村の待機エリアに並ぶ前に、マネキンの頭を濡らさなければなりません。 ミラー番号は、待機エリア
で配布されます。OMC 競技委員の 1 人が、選手をそれぞれのミラーに誘導します。選手には、すべてのツール
を準備するために５分間与えられます。競技委員はルールに則っているかをチェックします。ゼネラルコミッショナ
ーが競技を開始します。 
 
（オンラインのみ）選手は、マネキンのプロフィール写真 1 枚とバックからの写真 1 枚の計２枚をアップロードしな
ければならない。 
競技終了時、マネキンヘッドは鏡に対して顔の正面を向けていなければならない。 
サングラスを含むあらゆる種類の小道具の使用禁止 
ヘアエクステンションは許可されていない 
 
ヘアスタイルはインスピレーションガイドを反映したものでなければならない。 
テクニカルやプログレッシブな作品はペナルティの対象となります。 
 
 
１． 頭髪の長さ   トップの髪の長さは最低８㎝以上なければならない。後頭下部と耳周りが４㎝よりも

短い場合減点の対象となります。もみあげは事前にカットできる。 
  
２． カット用具  すべてのカット用具が許可される。 
 
３． ヘアカラー   最大３色の、全頭でコントラストのない調和のとれたヘアカラー。 

そうでない場合。 ペナルティポイントが課される。 
許可される色は、白、黒、ブラウン、ブロンド、シルバー。 
他のすべての色およびカラースプレーは禁止されています。 

 
４． セット用具   すべてのセット用具は許可される。 
 
５． 整髪剤 整髪剤を競技前に使用することは禁止されている。 
 
６． ペインティング      マネキンの皮膚をペイントすることは禁止されている。 
 
７． 競技時間 ３５分間 
 
８． 審査          審査員は、カット、スタイル、カラー全体の印象を審査する。審査の際、審査員はトッ

プも含めて作品全体を見なくてはならない。 
 
９． 得点       最高点： ３０点 
 最低点： ２５点 
 
10. 減点 違反ごとに３０点 

 
11. 衣装             主旨に沿わない衣装は減点される。 
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 テクニカル ファッション スタイル 
 理容 － 個人戦 
 マネキンヘッド（ＯＭＣオフィシャルスポンサーのものであること） 
 選手の年齢制限記載なし － あらゆる年齢の選手の出場が可能 

 

 
選手は、選手村の待機エリアに並ぶ前に、マネキンの頭を濡らさなければなりません。 ミラー番号は、待機エリア
で配布されます。OMC 競技委員の 1 人が、選手をそれぞれのミラーに誘導します。選手には、すべてのツール
を準備するために５分間与えられます。競技委員はルールに則っているかをチェックします。ゼネラルコミッショナ
ーが競技を開始します。 
 
（オンラインのみ）選手は、マネキンのプロフィール写真 1 枚とバックからの写真 1 枚の計２枚をアップロードしな
ければならない。 
競技終了時、マネキンヘッドは鏡に対して顔の正面を向けていなければならない。 
サングラスを含むあらゆる種類の小道具の使用禁止 
 
ヘアスタイルはインスピレーションガイドを反映したものでなければならない。 
プログレッシブな作品はペナルティの対象となります。 
 
1．頭髪の長さ   髪の長さは自由。競技中にカットしにないこと。 
  
２. スタイリングのみ すべてのセット用具は許可される。 
 
３. 整髪剤  整髪剤（ワックス、ジェル、スプレー）が使用できる。 
 
４. ヘアカラー 最大３色の、全頭でコントラストのない調和のとれたヘアカラー。 

そうでない場合。 ペナルティポイントが課される。 
許可される色は、白、黒、ブラウン、ブロンド、シルバー。 
他のすべての色およびカラースプレーは禁止されています。 

 
５. メイク ワイズマンによって不適切と見なされたメイクはペナルティの対象となる。 
 
６. 競技時間 １５分間 
 
７．審査 審査員は、スタイル、カラー全体の印象を審査する。審査の際、審査員はヘアスタ

イル全体とマネキンの顔を見なくてはならない。 
 
８．衣装  主旨に沿わない衣装は減点される。 
 

９．得点         最高点： ３０点 
  最低点： ２５点 

 

10. 減点  違反ごとに３０点 
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 クラシック フェード 
 理容  －  個人戦 
 マネキンヘッド（ＯＭＣオフィシャルスポンサーのものであること） 
 選手の年齢制限記載なし － あらゆる年齢の選手の出場が可能 
 
 
選手は、選手村の待機エリアに並ぶ前に、マネキンの頭を濡らさなければなりません。 ミラー番号は、待機エリア
で配布されます。OMC 競技委員の 1 人が、選手をそれぞれのミラーに誘導します。選手には、すべてのツール
を準備するために５分間与えられます。競技委員はルールに則っているかをチェックします。ゼネラルコミッショナ
ーが競技を開始します。 
 
（オンラインのみ）選手は、マネキンのプロフィール写真 1 枚とバックからの写真 1 枚の計２枚をアップロードしな
ければならない。 
競技終了時、マネキンヘッドは鏡に対して顔の正面を向けていなければならない。 
サングラスを含むあらゆる種類の小道具の使用禁止 
ヘアエクステンションは許可されていない 
 
ヘアスタイルはインスピレーションガイドを反映したものでなければならない。 
 
１． 頭髪の長さ   トップの髪の長さは自由。後頭下部と耳周りが最低３㎝あること。髪の長さが３㎝より

も短い場合、減点の対象となります。もみあげは事前にカットできる。 
  
２． ヘアカラー   後頭骨より上の髪は黒、シルバーまたはブロンド（自由）の最大２色で、調和のとれ

ていること。後頭骨より下は黒であること。カラースプレーの使用は禁止。 
 
３． カット用具  全てのカット用具は許可される。 
 
４． スタイリング すべてのセット用具とブロードライヤーは許可される。トップ部分は、コームを使用し

てテクスチャーを完成させる必要がある。 
 
 OMC のインスピレーションイメージに従うこと。滑らかな仕上がりは減点の対象とな

る。 
 
７． 衣装  主旨に沿わない衣装は減点される。 
 
８． 競技時間 ３０分間 
 
９． 審査          審査員は、グラデーション／クラシックフェードの全体の印象を審査する。 
 
10. 得点       最高点： ３０点 
 最低点： ２５点 
 
11. 減点 違反ごとに３０点 
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  スキン フェード 
 理容  －  個人戦 
 マネキンヘッド（ＯＭＣオフィシャルスポンサーのものであること） 
 選手の年齢制限記載なし － あらゆる年齢の選手の出場が可能 
 
 
選手は、選手村の待機エリアに並ぶ前に、マネキンの頭を濡らさなければなりません。 ミラー番号は、待機エリア
で配布されます。OMC 競技委員の 1 人が、選手をそれぞれのミラーに誘導します。選手には、すべてのツール
を準備するために５分間与えられます。競技委員はルールに則っているかをチェックします。ゼネラルコミッショナ
ーが競技を開始します。 
 
（オンラインのみ）選手は、マネキンのプロフィール写真 1 枚とバックからの写真 1 枚の計２枚をアップロードしな
ければならない。 
競技終了時、マネキンヘッドは鏡に対して顔の正面を向けていなければならない。 
サングラスを含むあらゆる種類の小道具の使用禁止 
ヘアエクステンションは許可されていない 
 
ヘアスタイルはインスピレーションガイドを反映したものでなければならない。 
 
 
１． 頭髪の長さ   モデルのトップの髪の長さは、あらかじめ仕上げておくことはできません。この場合、

選手は減点させられます。 
 
２． ヘアカラー   後頭骨より上の髪は黒、シルバーまたはブロンド（自由）の最大２色で、調和のとれ

ていること。後頭骨より下は黒であること。カラースプレーの使用は禁止。 
 
３． カット用具  全てのタイプのハサミ、クリッパーおよびレザーの使用が認められる。 
 
４． パート 任意だが、パートまたはスキンパートは競技時間内にカットしなければならない。事

前に準備されていないこと。守らない場合、減点の対象となる。 
 
５．スキン フェード カット ロースキンフェードカットは、後頭骨エリアよりも高くてはいけない。ただし、マネキ

ンヘッドのサイドとネープの下部は１mlにしておくことができる。彫刻のようなデザイ
ンは禁止されている。ソーシャルメディアで提示される OMC のインスピレーション
に従うこと。 

 
６．フィンガー スタイリング  仕上がりのスタイルは、コマーシャル／ストリートカジュアルルック（スタイリングされ

ていない）でなければなりません。ブロードライヤーや一切のスタイリング用具の使
用は禁止されます。守らない場合、減点される。 

 
７．衣装  主旨に沿わない衣装は減点される。 
 
８．競技時間 ３０分間 
 
９．審査          審査員は、ロースキンフェードカット／ぼかしの全体の印象を審査する。 
 
10．得点       最高点： ３０点 
 最低点： ２５点 
 
11．減点 違反ごとに３０点 
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ヘア リプレイスメント 

 

コマーシャル カット 
理容  －  個人戦 
マネキンヘッド（ＯＭＣオフィシャルスポンサーのものであること） 
選手の年齢制限記載なし － あらゆる年齢の選手の出場が可能 

 
 
選手は、選手村の待機エリアに並ぶ前に、マネキンの頭を濡らさなければなりません。 ミラー番号は、待機エリア
で配布されます。OMC 競技委員の 1 人が、選手をそれぞれのミラーに誘導します。選手には、すべてのツール
を準備するために５分間与えられます。競技委員はルールに則っているかをチェックします。ゼネラルコミッショナ
ーが競技を開始します。 
 
（オンラインのみ）選手は、マネキンのプロフィール写真 1 枚とバックからの写真 1 枚の計２枚をアップロードしな
ければならない。 
競技終了時、マネキンヘッドは鏡に対して顔の正面を向けていなければならない。 
サングラスを含むあらゆる種類の小道具の使用禁止 
ヘアエクステンションは許可されていない 
 
アデランスはマスターヘアリプレイスメント競技の独占スポンサーです 
 
ヘアスタイルはインスピレーションガイドを反映したものでなければならない。 
テクニカルやプログレッシブな作品はペナルティの対象となります。 
 
 
１．ベース  ヘアリプレイスメントのベースは幅７インチ×長さ９インチなければならない＝17 ㎝

×23㎝。 
 
２．長さ ヘアピースの長さはユニット全体で最低４インチ（≒10㎝）なければならない。 
  
３．カット用具  すべてのカット用具が許可される。 
 
４．スタイリング用具 すべてのセット用具が許可される。仕上がりは消費者向けでなければならない。 
 
５．整髪剤  すべての整髪剤は許可される。 
 
６．ヘアカラー  最大３色の、全頭でコントラストのない調和のとれたヘアカラー。 

そうでない場合。 ペナルティポイントが課される。 
許可される色は、白、黒、ブラウン、ブロンド、シルバー。 
他のすべての色およびカラースプレーは禁止されています。 

 
７．メイク  ワイズマンによって不適切と見なされたメイクはペナルティの対象となる。 
 
８．競技時間 ３５分間 
 
９．審査 審査員は、カット、スタイル、カラー全体の印象を審査する。審査の際、審査員はト

ップも含めて作品全体を見なくてはならない。 
 
10． 得点       最高点： ３０点 
  最低点： ２５点 
 
11. 減点  違反ごとに３０点 
 
12. 衣装  主旨に沿わない衣装は減点される。 

 

 

34/57 

 



2021 OMC Competition Guidebook 

OMC Copyright © All right Reserved -Version B 2021 January      

 

マスタースタイリスト 40歳以上 
 

コマーシャル カット 
理容  －  個人戦 
マネキンヘッド（ＯＭＣオフィシャルスポンサーのものであること） 
選手は 40歳以上であること、年齢を証明する IDの送付が必要 

 
 
選手は、選手村の待機エリアに並ぶ前に、マネキンの頭を濡らさなければなりません。 ミラー番号は、待機エリア
で配布されます。OMC 競技委員の 1 人が、選手をそれぞれのミラーに誘導します。選手には、すべてのツール
を準備するために５分間与えられます。競技委員はルールに則っているかをチェックします。ゼネラルコミッショナ
ーが競技を開始します。 
 
（ヘアワールドのみ） 
競技終了時、マネキンヘッドは鏡に対して顔の正面を向けていなければならない。 
サングラスを含むあらゆる種類の小道具の使用禁止 
ヘアエクステンションは許可されていない 
 
ヘアスタイルはインスピレーションガイドを反映したものでなければならない。 
テクニカルやプログレッシブな作品はペナルティの対象となります。 
 
１． 頭髪の長さ   トップの髪の長さは最低８㎝以上なければならない。後頭下部と耳周りが４㎝よりも

短い場合減点の対象となります。もみあげは事前にカットできる。 
  
２． カット用具  すべてのカット用具が許可される。 
 
３． スタイリング  すべてのセット用具は許可される。 
 
４． 整髪剤  整髪剤（ワックス、ジェル、スプレー）が使用できる。 
 
５. ヘアカラー  最大３色の、全頭でコントラストのない調和のとれたヘアカラー。 

そうでない場合。 ペナルティポイントが課される。 
許可される色は、白、黒、ブラウン、ブロンド、シルバー。 
他のすべての色およびカラースプレーは禁止されています。 

 
６． メイク  ワイズマンによって不適切と見なされたメイクはペナルティの対象となる。 
 
７． 審査         審査員は、スタイル、カラー全体の印象を審査する。審査の際、審査員はトップも含

めて作品全体を見なくてはならない。トップが見えない場合、ワイズマンはマネキン
ホルダーを低くします。 

 
８． 競技時間 合計 30分 
  （ゼネラルコミッショナーによるアナウンス後、マネキンヘッドに衣装を着せるため

に、３分の追加時間が与えられます。他にはいかなる追加時間も与えられません。
この規則を守らない選手には５ポイントのペナルティが課せられる。） 

 
９． 得点 最高点： ３０点 
 最低点： ２５点 
 
10．減点 違反ごとに３０点 
 
11. 衣装  主旨に沿わない衣装は減点される。 
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理容ジュニア 

国際ライジングスターアワード 

 

ＯＭＣオフィシャルスポンサー以外のマネキンは失格になる 

 

全身または半身ボディマネキンの使用は禁止。マネキンは三脚に取り付けられた状態にしなければならない。 

シニア部門に１度出場した選手は、再びジュニア部門に戻ることはできません。 

 

選手の準備エリアには電気プラグと鏡は用意されていない。 

競技フロアでは選手一人につき２０００ワット以下の電気プラグが用意されているが、プラグには電気器具は一つしかつ

けてはならない（マルチタップの使用は不可）。 

競技時の混乱を回避するために、選手は大会の前に開催国の電圧（220ｖあるいは 110ｖ）を確認する責任がある。 

 

 

43/57 



2021 OMC Competition Guidebook 

OMC Copyright © All right Reserved -Version B 2021 January      

  
クリエイティブ スタイル 

 理容ジュニア  －  個人戦 
 マネキンヘッド（ＯＭＣオフィシャルスポンサーのものであること） 
 
 年齢制限：２２歳 （競技当日が２３歳の誕生日の場合も不可) 
 シニア部門に１度出場した選手は、再びジュニア部門に戻ることはできません。 

 
 
選手は、選手村の待機エリアに並ぶ前に、マネキンの頭を濡らさなければなりません。 ミラー番号は、待機エリア
で配布されます。OMC 競技委員の 1 人が、選手をそれぞれのミラーに誘導します。選手には、すべてのツール
を準備するために５分間与えられます。競技委員はルールに則っているかをチェックします。ゼネラルコミッショナ
ーが競技を開始します。 
 
（オンラインのみ）選手は、マネキンのプロフィール写真 1 枚とバックからの写真 1 枚の計２枚をアップロードしな
ければならない。 
競技終了時、マネキンヘッドは鏡に対して顔の正面を向けていなければならない。 
サングラスを含むあらゆる種類の小道具の使用禁止 
ヘアエクステンションは許可されていない 
 
ヘアスタイルはインスピレーションガイドを反映したものでなければならない。 
 

 
１．頭髪の長さ 髪の長さは自由。 
 
２． セット用具   すべてのセット用具は許可される。 
 
３． 整髪剤   すべての整髪剤は許可される。 
 
４． ヘアカラー  最大３色の、全頭でコントラストのない調和のとれたヘアカラー。 

そうでない場合。 ペナルティポイントが課される。 
許可される色は、白、黒、ブラウン、ブロンド、シルバー。 
他のすべての色およびカラースプレーは禁止されています。 

 
５． メイク   ワイズマンによって不適切と見なされたメイクはペナルティの対象となる。 
 
６． 競技時間  ３０分間 
 
７． 審査   審査員は、スタイル、カラーの全体の印象を審査する。審査の際、審査員はトップも

含めて作品全体を見なくてはならない。 
 
８． 得点       最高点： ３０点 
  最低点： ２５点 
 
 
９． 減点  違反ごとに３０点 
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 クラシック カット 
 理容ジュニア  －  個人戦 
 マネキンヘッド（ＯＭＣオフィシャルスポンサーのものであること） 
  
 年齢制限：２２歳 （競技当日が２３歳の誕生日の場合も不可) 
 シニア部門に１度出場した選手は、再びジュニア部門に戻ることはできません。 

 
 
選手は、選手村の待機エリアに並ぶ前に、マネキンの頭を濡らさなければなりません。 ミラー番号は、待機エリア
で配布されます。OMC 競技委員の 1 人が、選手をそれぞれのミラーに誘導します。選手には、すべてのツール
を準備するために５分間与えられます。競技委員はルールに則っているかをチェックします。ゼネラルコミッショナ
ーが競技を開始します。 
 
（オンラインのみ）選手は、マネキンのプロフィール写真 1 枚とバックからの写真 1 枚の計２枚をアップロードしな
ければならない。 
競技終了時、マネキンヘッドは鏡に対して顔の正面を向けていなければならない。 
サングラスを含むあらゆる種類の小道具の使用禁止 
ヘアエクステンションは許可されていない 
 
ヘアスタイルはインスピレーションガイドを反映したものでなければならない。 
 
１． 頭髪の長さ   トップの髪の長さは自由です。後頭下部と耳周りが４㎝よりも短い場合減点の対象と

なります。もみあげは事前にカットできる。 
 
２． ヘアカラー   黒のみ。カラースプレーの使用は禁止されている。 
 
３． カット用具  クリッパーおよびセニングシザーの使用は禁止される。それ以外のカット用具は許

可される。 
 
４． カット ネープは伝統的な刈り上げとぼかしが入っていること。 
 
５． スタイリング  すべてのセット用具とセット剤の使用が認められる。 
 
６． メイク  ワイズマンによって不適切と見なされたメイクはペナルティの対象となる。 
 
７． 競技時間 ３５分間 
 
８． 審査          審査員は、カット、スタイル、カラー全体の印象を審査する。審査の際、審査員はト

ップも含めて作品全体を見なくてはならない。 
 
９． 得点       最高点： ３０点 
 最低点： ２５点 
 
10. 減点 違反ごとに３０点 

 

11. 衣装   主旨に沿わない衣装は減点される。 
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 コマーシャル カット 
 理容ジュニア  －  個人戦 
 マネキンヘッド（ＯＭＣオフィシャルスポンサーのものであること） 
 
 年齢制限：２２歳 （競技当日が２３歳の誕生日の場合も不可) 
 シニア部門に１度出場した選手は、再びジュニア部門に戻ることはできません。 

 
 
選手は、選手村の待機エリアに並ぶ前に、マネキンの頭を濡らさなければなりません。 ミラー番号は、待機エリア
で配布されます。OMC 競技委員の 1 人が、選手をそれぞれのミラーに誘導します。選手には、すべてのツール
を準備するために５分間与えられます。競技委員はルールに則っているかをチェックします。ゼネラルコミッショナ
ーが競技を開始します。 
 
（オンラインのみ）選手は、マネキンのプロフィール写真 1 枚とバックからの写真 1 枚の計２枚をアップロードしな
ければならない。 
競技終了時、マネキンヘッドは鏡に対して顔の正面を向けていなければならない。 
サングラスを含むあらゆる種類の小道具の使用禁止 
ヘアエクステンションは許可されていない 
 
ヘアスタイルはインスピレーションガイドを反映したものでなければならない。 
テクニカルやプログレッシブな作品はペナルティの対象となります。 
 
 
１． 頭髪の長さ   トップの髪の長さは最低８㎝以上なければならない。後頭下部と耳周りが４㎝よりも

短い場合減点の対象となります。もみあげは事前にカットできる。 
 
２． カット  すべてのカット用具が許可される。 
 
３． スタイリング  すべてのセット用具は許可される。 
 
４． 整髪剤   すべて使用可。 
 
５. ヘアカラー  最大３色の、全頭でコントラストのない調和のとれたヘアカラー。 

そうでない場合。 ペナルティポイントが課される。 
許可される色は、白、黒、ブラウン、ブロンド、シルバー。 
他のすべての色およびカラースプレーは禁止されています。 

  
 
６． メイク  ワイズマンによって不適切と見なされたメイクはペナルティの対象となる。 
 
７． 競技時間 ３０分間 
 
８． 審査         審査員は、スタイル、カラー全体の印象を審査する。審査の際、審査員はトップも含

めて作品全体を見なくてはならない。 
 
９． 得点 最高点： ３０点 
 最低点： ２５点 
 
10．減点 違反ごとに３０点 

 
11. 衣装  主旨に沿わない衣装は減点される。 
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 カーリーコマーシャル スタイル 
 理容ジュニア  －  個人戦 
 マネキンヘッド（ＯＭＣオフィシャルスポンサーのものであること） 
 
 年齢制限：２２歳 （競技当日が２３歳の誕生日の場合も不可)  
 シニア部門に１度出場した選手は、再びジュニア部門に戻ることはできません。 

 
 
選手は、選手村の待機エリアに並ぶ前に、マネキンの頭を濡らさなければなりません。 ミラー番号は、待機エリア
で配布されます。OMC 競技委員の 1 人が、選手をそれぞれのミラーに誘導します。選手には、すべてのツール
を準備するために５分間与えられます。競技委員はルールに則っているかをチェックします。ゼネラルコミッショナ
ーが競技を開始します。 
 
（オンラインのみ）選手は、マネキンのプロフィール写真 1 枚とバックからの写真 1 枚の計２枚をアップロードしな
ければならない。 
競技終了時、マネキンヘッドは鏡に対して顔の正面を向けていなければならない。 
サングラスを含むあらゆる種類の小道具の使用禁止 
ヘアエクステンションは許可されていない 
 
ヘアスタイルはインスピレーションガイドを反映したものでなければならない。 
テクニカルやプログレッシブな作品はペナルティの対象となります。 
 
 
１． 頭髪の長さ  髪の長さは自由。競技中にカットしにないこと。 
 
２． スタイリング すべてのセット用具は許可される。 
 
３． 整髪剤  すべての整髪剤は許可される。 
 
４． ヘアカラー  最大３色の、全頭でコントラストのない調和のとれたヘアカラー。 

そうでない場合。 ペナルティポイントが課される。 
許可される色は、白、黒、ブラウン、ブロンド、シルバー。 
他のすべての色およびカラースプレーは禁止されています。 

 
５． メイク  ワイズマンによって不適切と見なされたメイクはペナルティの対象となる。 
 
６． 競技時間 １５分間 
 
７． 審査 審査員は、カット、スタイル、カラー全体の印象を審査する。審査の際、審査員はトッ

プも含めて作品全体を見なくてはならない。  
 
８． 得点        最高点： ３０点 
  最低点： ２５点 
  
９． 減点  違反ごとに３０点 
 
10. 衣装             主旨に沿わない衣装は減点される。 
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 スキン フェード 
 理容ジュニア  －  個人戦 
 マネキンヘッド（ＯＭＣオフィシャルスポンサーのものであること） 
 年齢制限：２２歳 （競技当日が２３歳の誕生日の場合も不可)  
 シニア部門に１度出場した選手は、再びジュニア部門に戻ることはできません。 
 
 
選手は、選手村の待機エリアに並ぶ前に、マネキンの頭を濡らさなければなりません。 ミラー番号は、待機エリア
で配布されます。OMC 競技委員の 1 人が、選手をそれぞれのミラーに誘導します。選手には、すべてのツール
を準備するために５分間与えられます。競技委員はルールに則っているかをチェックします。ゼネラルコミッショナ
ーが競技を開始します。 
 
（オンラインのみ）選手は、マネキンのプロフィール写真 1 枚とバックからの写真 1 枚の計２枚をアップロードしな
ければならない。 
 
ヘアスタイルはインスピレーションガイドを反映したものでなければならない。 
テクニカルやプログレッシブな作品はペナルティの対象となります。 
 
 
１． 頭髪の長さ        モデルのトップの髪の長さは、あらかじめ仕上げておくことはできません。この場合、

選手は減点させられます。 
 
２． ヘアカラー   後頭骨より上の髪は黒、シルバーまたはブロンド（自由）の最大２色で、調和のとれ

ていること。後頭骨より下は黒であること。カラースプレーの使用は禁止。 
 
３． カット用具  全てのカット用具は許可される。 
 
４． パート 任意だが、パートまたはスキンパートは競技時間内にカットしなければならない。事

前に準備されていないこと。守らない場合、減点の対象となる。 
 
５．スキン フェード カット ロースキンフェードカットは、後頭骨エリアよりも高くてはいけない。ただし、マネキ

ンヘッドのサイドとネープの下部は１mlにしておくことができる。彫刻のようなデザイ
ンは禁止されている。ソーシャルメディアで提示される OMC のインスピレーション
に従うこと。 

 
６．フィンガー スタイリング  仕上がりのスタイルは、コマーシャル／ストリートカジュアルルック（スタイリングされ

ていない）でなければなりません。ブロードライヤーや一切のスタイリング用具の使
用は禁止されます。守らない場合、減点される。 

 
７．衣装  主旨に沿わない衣装は減点される。 
 
８．競技時間 ３０分間 
 
９．審査          審査員は、ロースキンフェードカット／ぼかしの全体の印象を審査する。 
 
10．得点       最高点： ３０点 
 最低点： ２５点 
 
11．減点 違反ごとに３０点 
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