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2020年 第 35回世界バトントワーリング選手権大会の延期開催について 

 

 本日、WBTFより表記大会の延期開催についての決定が通知されました。 

以下ご報告させていただきます。 

 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

Dear WBTF Board, Technical, and Judges Representatives, 

WBTFボード、テクニカル及びジャッジ代表 各位 

  

This is official notice to you that both WBTF summer events (The WBTF European Cup in Blanes, Spain and the 

WBTF World Championship in Riccione, Italy) have been postponed to the summer of 2021.   

今夏に開催が予定されていましたスペインでのヨーロピアンカップ及びイタリアでの世界選手権大会は、2021年夏まで

正式に延期されましたのでご報告します。   

  

The WBTF Managing Committee met today to finalize plans going forward.  Present at the conference: Sandi 

Wiemers, Nicky O’Neill, Paul Rutten, Jeff Johnson, Moto Tsuchiya, Paola DeMarchi, Jackie Stewart, Jean 

Michel Ruelle, and Karen Cammer. 

本日WBTFマネジングコミッティ会議が開催され、今後の予定を検討しました。会議出席者は、サンディ・ウィマー、ニッ

キー・オニール、ポール・ルッテン、ジェフ・ジョンソン、土屋素明、パオラ・デマルキ、ジャッキー・スチュアート、ジャン・ミッ

シェル、カレン・キャマーです。 

  

The managing committee had previously reviewed the country surveys in advance of today’s conference and 

noted there was an overwhelming consensus that the 2020 Euro Cup (Blanes) and the 2020 35th World 

Championship (Riccione) could not be held as scheduled, but should be re-scheduled in the future.   

会議開催にあたり、事前に各国あてに行ったアンケート結果を確認した所、2020年ヨーロピアンカップ（ブレイン）及び第

35回世界選手権大会（リッチョーネ）の今夏開催に関しては圧倒的多数により中止の上、今後どこかの時点で開催する

との結果でした。 

  

The group considered several options to go forward: 

会議ではいくつかの選択肢を検討しました： 

  

1)  Re-schedule the World Championship for Dec 2020, to keep it in the 2020 calendar year 

2020年 12月に延期開催し、2020年度の予定を年度内に実施する。 



 

2)  Hold the European Cup and European Champ together in 2021, if returning to the current odd-year/even-

year event cycle was necessary 

2021年にヨーロピアンカップとヨーロッパ選手権大会を同時開催する。偶数年・奇数年のサイクルを維持するため。 

 

 

3)  Simply push all events ahead by one year… and write off 2020 as a lost year:    

単に 1年そのまま遅らせる。2020年は失われた年とする。 

 

 The events previously scheduled for 2020 (Euro Cup, World Championship) would move to 2021 

 2020年に予定されていた大会（ヨーロピアンカップ、世界選手権大会）を 2021年に延期する。 

 

 The events previously scheduled for 2021 (Euro Championship, IBTF Baton Twirling Nations Cup and 

World Baton Twirling Championship would move to 2022 

 2021年に予定されている大会（ヨーロッパ選手権大会、IBTFネーションズカップ・世界選手権大会）を 2022年

に開催する。 

 

 The events previously scheduled for 2022 (Euro Cup, IBTF Freestyle World Championship) would move 

to 2023 

 2022年に予定されている大会（ヨーロピアンカップ、IBTF フリースタイル世界選手権大会）を 2023年に開催す

る。 

  

None of the options were perfect, but the managing committee decided the simplest approach was #3 – to 

simply push everything forward by one year. 

いずれの選択肢も完璧な案ではありませんが、マネジングコミッティは上記３）案、すなわち単に全ての大会を 1年ずつ

延期する事に決定しました。 

  

This hopefully allows the significant amount of time for the COVID-19 pandemic to pass and also allows for our 

athletes’ families to recuperate the financial loss that most everyone is suffering.  

これだけの時期をおくことにより COVID-19パンデミックが収束し、経済的負担を強いられる多くの選手と家族が何とか

復帰できることを期待します。 

     

The Motion was presented: To postpone the 2020 European Cup and 2020 World Championship and re-

schedule these competitions for the summer of 2021. All events previously scheduled for 2021 and beyond will 

be shifted forward one year. 

提出された動議： 「2020年ヨーロピアンカップ及び 2020年世界選手権大会は 2021年夏まで延期し、再開催する。

2021年に予定されている全ての大会は、その後 1年遅れで順次開催する。」 

  

Please note the following: 

また次の点を確認ください： 

  



The 2021 European Cup and 2021 35th World Championship will continue to use the 2020 age calculation rule 

(age as at Dec 31 2020). 

The judges who were recently selected for the 35th World Championship will continue to serve in their role. 

2021年に実施されるヨーロピアンカップ及び第 35回世界選手権大会は、2020年時点での年齢計算（2020年 12月

31日時点での年齢）にて実施する。 

第 35回世界選手権大会の審査員として選考された各国からの審査員は、そのまま 2021年大会の審査員として選考

する。 

  

Moved by: Jeff Johnson 

Second by: Karen Cammer 

All in favour 

発議：ジェフ・ジョンソン 

セカンド：カレン・キャマー 

賛成：全員 

  

Locations of future events: 

今後の開催地について： 

  

2021 Euro Cup will be in Blanes, Spain (subject to confirmation) 

2021年ヨーロピアンカップ、スペイン・ブレイン（確認中） 

  

2021 35th World Championship will be in Riccione, Italy (confirmed) 

2021年第 35回世界選手権大会、イタリア・リッチョーネ（確認済み） 

  

Subject to agreement with WFNBTA:  the IBTF Nations Cup/World Baton Twirling Championship in Liverpool to 

begin in 2022 in Liverpool. 

WFNBTAの同意が得られれば： IBTFネーションズカップ及び世界選手権大会は 2022年リバプールにて開催。 

  

You will receive further information as we have it.  

今後情報が入り次第、報告します。 

  

In the meantime, stay home to stay safe and stay well. 

その間、自宅で待機し、健康維持にご留意ください。 

  

We understand the disappointment to all of the athletes and coaches, but our sport is certainly not alone in this 

matter. 

If we all do our part in adhering to the requests from our medical and governmental authorities we will get 

through this crises sooner than later.  This affects all of us, young and old alike.  We’re all in this together.  

選手や指導者の残念な気持ちは十分理解しますが、この件に関しては他のスポーツ競技も同様な影響を受けていま

す。 

世界中の関係者が、各国の厚生省や医療機関の指導に従うことにより、より早い収束が見込めます。老若男女を問わ

ず、全ての人間に関わる事です。 



みんなで乗り切りましょう。 

  

We are ……………………..  #APARTBUTTOTHER !! 

  

Sandi Wiemers 

  

WORLD BATON TWIRLING FEDERATION 


