
  Kendama World Cup Hatsukaichi 2015  
 

HOW TO PLAY AND WIN 

 

Day 1 - Round 1 & 2 

 

  - Choose 10 different tricks in total from the trick list, the first 5 for Round 1, the rest of 5 for Round 2.  

You will get the points corresponding to each trick's level.  The maximum score for each attempt is 50, 

the total is 100. 

 

  - Round 1: Try 5 tricks in 180 seconds.  Use ONE kendama. 

  - Round 2: Try other 5 tricks in 180 seconds.  Use ONE kendama. You can use different kendama from 

Round 1. 

  - Top 24 players go to the Final Round, and additional 8 players will be granted wild cards for the Final. 

 

IN CASE OF A TIE / DRAW 

If two or more players are equal score, their rankings will be determined by the SQUARE basis of the 

Final Round. 

 

 

Day 2 - Final Round 

 

  - Go up to the stage, try different tricks (level 3 or upper) from the list as many as possible in 180 

seconds. 

  - Points are the SQUARE of the trick's level. 

   You will get 100pts from level-10 tricks, 81pts from level-9s, 64pt from level-8s, 49pts from level-7s, 

and so on. 

 - You can get points only once from each trick.   

  - Final Round is not a tournament, competing by the total point you get. 

  - Use ONE kendama throughout the performance. 

  - Bring a CD with your favorite song longer than 3 minutes for your stage, if you want. 

 

 

予選 

 ・３分間で５つの技に挑戦し、これを２回行います。 

 ・２回目のチャレンジは1回目とは異なる５つの技に挑戦してください。 

 ・審判役に技を指定してからチャレンジ。成功した技のレベルに応じて得点を獲得できます！ 

  →１回のチャレンジで５０点満点、合計１００点満点。 

 ・１回のチャレンジで１つのけん玉のみ使用できます。2回目のチャレンジでは、１回目と異なるけん玉を使用するこ

ともできます。 

 ・上位 24名と特別枠8名の合計２8名が決勝に進出します。 



 ・同点の場合は、決勝と同じ採点方法にて算出し、順位を決定します。 

 

決勝 

 ・ステージに上がり、レベル３以上の技を３分間でできるだけ多くの種類の技にチャレンジしてください。 

 ・成功した技のレベルを二乗した数を得点とします。 

  （レベル10→100点、レベル9→81点、レベル8→64点、レベル7→49点、以下同様） 

 ・一つの技につき、加点は一回とします 

 ・決勝は獲得した点数で順位が決定します。 

 ・決勝では、お好きなBGMを流しながらチャレンジできます。ご希望の方は３分以上の曲を入れたCDをご持参くだ

さい。 

 
 
 
Rules 

 - You can use any regular-sized kendama (ken is not taller than 17 cm / 6.7 inches), enjoy playing with 

your favorite kendama.  Put the Kendama World Cup 2015 sticker after "Dama-Check". 

 - Hole of tama must be ONE, except a string hole. 

 - Up to THREE kendamas per player can be passed "Dama-Check" for the Kendama World Cup 2015.   

 - Keep kendamas in excellent condition to avoid any trouble during the play. 

 - There are no judging points at the balance tricks whether you keep ken and tama stable completely.  

Go proceed the next part at your style.   

 - Ken and tama must not touch your hand or clothes while doing balance tricks.  

 - Don't change or move the kendama's string position by your other hand during the play. 

 - There are no limits on how many or which direction of turns or flips you do, unless otherwise specified. 

 
ルール 

 ・使用するけん玉は通常サイズ（けんの長さ 17cm 以下）とし、けん玉チェックを実施します。審査を通過したけん

玉には、けん玉ワールドカップ2015ステッカーを貼付します。 

 ・けん玉の「玉」の穴は、１つとします。（糸穴を除く） 

 ・けん玉チェックによる審査を通過できるけん玉は、一人３本までとします。 

 ・使用けん玉のメンテナンスをしっかりし、3 分の途中で糸が切れたり使用不可の状態にならぬようご注意ください。 

 ・静止技については、静止状態で成功か失敗かを判断をする技はありませんので、各自のやりやすいスタイルで次の動

作へ進んでください。 

 ・静止技が手や衣服に触れて静止した場合は失敗とします。 

 ・技の途中で、もう片方の手で糸を修正したり持ち替えたりすることは禁止とします。 

 ・技の途中の持ち替え、糸外しはもう片方の手を使わない限り、自由とします。 

 ・特に指定がない場合、回転数に制限はなしとします。 

 ・特に指定がない場合、回転の方向に制限はなしとします。 

  
 

 

 

 



 

How to be granted "wild cards" 

- Countries/regions which fail to produce players who qualified may be granted wild cards.  

- ONE player from each country/region is picked out, then up to 8 players in order of highest score can 

proceed the Final Round. 

- If less than 8 countries/regions are granted, the quota(s) will be transferred to the eliminated players. 

- A total of 32 players go to the final round. 

    

特別枠（ワイルドカード）の選考について 

・決勝進出者を輩出できなかった国・地域を対象に、各国・地域から１名ずつ選出し、成績上位の者から最大８名が特別

枠として決勝に進出します。 

・特別枠が８名に満たない場合は、その分を予選通過者枠に振り替えます。 

・決勝進出者は合計32名となります。 

 

 


