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●審査ポイント
①  20 分の時間内に規定の本数（50 本以上 55 本以内）が巻かれていること。
②ロッドの太さ・本数・配列が規定通りであること。　
③毛先は正しく巻き収まっていること。
④ 輪ゴムは根元の毛束を傷つけない位置に掛けられていること。
⑤全てのロッドがバランスよく配列していること。
⑥スライスが正しく取られていること。
⑦不正なく競技されていること。

テーマ 正確さと美しさへの挑戦

ウィッグ 美容師実技試験実技課題において使用するウィッグ
※カットウィッグ不可

使用ロッド ニューエバー F 型

ロッド本数
50 本以上 55 本以内

F-13 または F-13S 以下、F-10S までの
異なるロッドを使用　＜参照＞図 1 参考例

ペーパー サイズは自由。但し、白色を使用
輪ゴム 大きさ・色は自由
ブロッキング ノンブロック競技可
ワインディング デザイン巻き

競技時間
20 分。ブロッキングの有無は競技者の自由です。

但し、ブロッキングをされる方は 20 分の競技時間内で
行ってください。

マジックピン・
スティックピンの使用 不可

●注意事項
・ 競技中に音が出るストップウォッチ及びタイマーは使用禁止です。
・ 遅刻した場合は、理由のいかんに関わらず、出場できません。
・ 当日の道具の貸し出しはいたしません。
・ 水スプレイヤー用の水を、ペットボトルに入れ、ご用意することを推奨します。
・ 水スプレイヤー内にトリートメント・コンディショナー等の混入が認められた場合、減点対象とさせていただきます。
・ いかなる理由においても、規定時刻（17:00）前のウィッグの返却はできません。

●スクール部門競技規定

●サロン部門競技規定

（表A）サロン部門・ロッド、輪ゴム規定

※1 バックサイドの１本目のピンクはハーフロッドを使用。
※2 フロントサイドのブルーはハーフロッド使用可。
※3 センター及びバックサイドのグリーンはハーフロッド使用可。
※4 センター及びバックサイドのバイオレットはハーフロッド使用。

ロッド

ピンク

ベージュ

ブルー

グリーン

バイオレット

Ｙ型

5号

6号Ａ

6号

7号

8号

Ｆ型

12ｍｍ

11ｍｍ

10ｍｍ

9ｍｍ

8ｍｍ

センター

13本

3本

3本

3本 ※3

2本 ※4

バックサイド

2本 ※1

3本

3本

3本 ※3

2本 ※4

フロントサイド 輪ゴム

2本

3本
14号

or
12号

3本 ※2

サイズは自由。但し、白色を使用

大きさ・色は自由

● 注意事項
・競技中に音が出るストップウォッチ及びタイマーは使用禁止です。
・遅刻した場合は、理由のいかんに関わらず、出場できません。
・当日の道具の貸し出しはいたしません。
・水スプレイヤー用の水を、ペットボトルに入れ、
  ご用意することをお奨めします。

・水スプレイヤー内にトリートメント・コンディショナー等の
  混入が認められた場合、減点対象とさせていただきます。

・いかなる理由においても、規定時刻前のウィッグの返却は
  できません。

2016年
サロン部門グランプリ
天満 桃佳

（KENJE FACE。大船店）

2016年
スクール部門グランプリ
松本 光樹

（ハリウッドビューティ専門学校）

●エントリー料　4,320円（税込）〔4,000円（税別）〕
●参加資格　ガモウグループとお取引のある技術の向上を目指すサロンスタッフ様
●定員　300名
●表彰

●審査ポイント
①25分以内に規定のブロッキングと66本のロッドが巻かれていること。
②ロッドの太さ・本数・配列は規定通りであること。
③毛先は正しく巻き収まっていること。
④輪ゴムは、（表A）の規定に合わせて使用していること。
⑤輪ゴムは、ロッドの側面より見て対角上で、正面より見て左右同位置に
　根元の毛束を傷つけない位置に掛けられていること。（頭皮に平行）※〔図2〕参照
⑥全てのロッドがオンベースに巻き収まっていること。
⑦全てのロッドがバランス良く配列していること。
⑧地肌が見えないこと。
⑨スライスが正しく取れていること。
⑩不正なく競技されたか。

● 注意事項
・競技中に音が出るストップウォッチ及びタイマーは使用禁止です。
・遅刻した場合は、理由のいかんに関わらず、出場できません。
・当日の道具の貸し出しはいたしません。
・水スプレイヤー用の水を、ペットボトルに入れ、
  ご用意することをお奨めします。

・水スプレイヤー内にトリートメント・コンディショナー等の
  混入が認められた場合、減点対象とさせていただきます。

・いかなる理由においても、規定時刻前のウィッグの返却は
  できません。

●審査ポイント
①20分の時間内に規定の本数（50本以上55本以内）が巻かれていること。
②ロッドの太さ・本数・配列は規定通りであること。　
③毛先は正しく巻き収まっていること。
④輪ゴムは根元の毛束を傷づけない位置に掛けられていること。
⑤全てのロッドがバランスよく配列していること。
⑥スライスが正しく取られていること。
⑦不正なく競技されていること。

サロン部門／美しいワインドからキレイなパーマワークへの挑戦
●エントリー料　4,320円（税込）〔4,000円（税別）〕
●参加資格　理美容専門学校在学生（1学校15名まで） ※ガモウグループと未取引でもエントリー可能
●定員　150名
●表彰

スクール部門／正確さと美しさへの挑戦

37th WINDING CONTEST / SALON division 37th WINDING CONTEST / SCHOOL division
第37回 ワインディング コンテスト／サロン部門（東展示棟/東7ホール）

ウィッグ トップ13cm / サイド7cm / ネープ5cm以上にカットされたもの
※ウィッグの指定はありませんがカットウィッグは使用不可

使用ロッド ニューエバーロッド　F・Y型

10ブロック（図1参照）必須

不可

ロッド本数 66本（ハーフロッドの使用は一部可）　 ＜参照＞表A、注1～注4

※表A参照

指定あり（ショート・ロングペーパー共）
■繰り返し使用ペーパー／ニューエバーブルーペーパー

■使い捨てペーパー／ペーパーハウスに入ったもの
【注意】

全てのペーパーに於いて加工（切断や着色）の疑いがあるものを使用した場合は失格となります。
指定ペーパーであれば、使い慣れたものをご使用いただいて結構です。

14号もしくは12号の輪ゴムを使用（色自由）

25分。ブロッキング（必須）・ワインディングの両競技時間
※改めてワインディング競技のスタートをいたしませんのでブロッキングが早く終わった方より

各自、ワインディング競技に入っていただきます。

オールパーパス（ロッドの配列・号数は表Aおよび図１参照）

ペーパー

輪ゴム

ブロッキング
ワインディング

競技時間

マジックピン・
スティックピンの使用

ウィッグ
美容師実技試験実技課題において使用するウィッグ

※カットウィッグ不可

使用ロッド ニューエバー F型

ノンブロック競技可

不可

ロッド本数
50本以上55本以内

F-13またはF-13S以下、F-10Sまでの異なるロッドを使用　＜参照＞図1参考例

20分。ブロッキングの有無は競技者の自由です。
但し、ブロッキングをされる方は20分の競技時間内で行ってください。

デザイン巻き

ペーパー

輪ゴム

ブロッキング

ワインディング

競技時間

マジックピン・
スティックピンの使用

◎応募締切：2017年8月19日（土）ガモウ企画部必着。  ★エントリー方法はP3をご参照ください。 ◎応募締切：2017年8月19日（土）ガモウ企画部必着。  ★エントリー方法はP3をご参照ください。

第37回 ワインディング コンテスト／スクール部門（東展示棟/東7ホール）
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輪ゴムを掛ける位置 ゴム掛けの後、
手を離した状態

〔図 1〕

〔図2〕輪ゴムの掛け方
※頭皮に平行又は、それに近い位置

〔図 1〕

グランプリ １名 トロフィー＋賞金 10 万円

準グランプリ １名 トロフィー＋賞金 7 万円

入　賞 10 名 トロフィー＋賞金 1 万円

グランプリ １名 トロフィー＋賞金 7 万円

準グランプリ １名 トロフィー＋賞金 5 万円

入　賞 5 名 トロフィー＋賞金 1 万円
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第36回 ワインディングコンテスト／サロン部門・スクール部門作品紹介
◉GAMOのホームページ上で受賞作品の拡大画像をご覧いただけます。http://www.gamo.co.jp/tokyo-tokyo-beauty-congress

Winding Division School
ワインディング部門スクール

　8:00　　9:00　　10:00　　11:00　　12:00　　13:00　　14:00　　15:00　　16:00　　17:00
Time schedule

ウィッグ
返却
17:00～

作品見学
12:45～13：15

受　付
10:15～11：00

競　技
11:15～11：35

THA授賞式
13:30～14：03

エリアサーキット
表彰式

14:05～14：32

I/O（Hair Show） 
14:35～15：20

TOKYO BEAUTY 
CONGRESS 表彰式
15:45～17：00事

前
審
査

※競技時間以降のスケジュールは変更になる場合がございます。




