第 18 回ナポリピッツァ職人世界選手権（カプートカップ）
日本人出場者の正式募集
日本ナポリピッツァ職人協会

会員の皆様

ナポリピッツァ職人協会主催の第 18 回ナポリピッツァ職人世界選手権（カプートカ
ップ）
、ナポリピッツァ職人世界選手権アジア杯の日本人出場者の正式募集のお知ら
せです。
9 月にある NAPOLI PIZZA VILLAGE 期間中のメインイベントとして、正式なナポリ
ピッツァの世界最優秀ピッツァ職人を決める大会“第 18 回ナポリピッツァ職人世界
選手権 Campionato Mondiale del Pizzaiuolo ”が 9 月 18・19 日に開催されます。つき
ましては、日本ナポリピッツァ職人協会(Associazione Pizzaiuoli Napoletani in Giappone 以
降 APNG)が日本人出場希望者の受付を承ります。
ナポリ本部と話し合いのもと、日本人が出場しやすいようにサポートしてまいります
ので、宜しくお願いいたします。
＊ Associazione Pizzaiuoli Napoletani（ナポリピッツァ職人協会本部 以降 APN）との間の契
約上、APN が行う全ての活動に日本国籍を持つ方が参加される場合、APN ではなく、
APNG が承らせていただきます。
＊ その他の国籍の方とは出場条件が異なります。

《ナポリピッツァ職人世界選手権日程》
工場見学参加自由
※参加ご希望の方は事前登録が必要になります。
※大会前日までにナポリ入りしてください。

9 月 16 日（月）
8：00
9：00
PM
9 月 17 日（火）
9：30
10：30～12：00
14：15
16：30
17：00 ごろ

9 月 18 日（水）
12：00
15：00
9 月 19 日（木）
8：00
10：30～12：00
17：30

ロトンダディアツ・ピッツァスタジアム集合
ポンティコルボ社見学～ランチ
カゾロラにて買い物

ロトンダディアツ・ピッツァスタジアム集合
ソレンティーナ社見学
Gran Gusto にて買い物 （その後一旦解散）
ロトンダディアツ・ピッツァスタジアム集合
カプート社ラボにて大会用生地練り。終わり次第、
ロトンダディアツ・ピッツァスタジアムに移動して解散

ロトンダディアツ・ピッツァスタジアム集合
大会エントリー受付開始
～カプート杯～（予定）

ロトンダディアツ出発
カプート社工場見学（カンポバッソ）
インターナショナルカップ開始
～インターナショナルカップ出場～

18：00
21：00

カプート杯表彰式
カプート杯打ち上げパーティー
～終わり次第、解散～

*予定は変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
《場所》
イタリア・ナポリ

ロトンダディアツ「ピッツァスタジアム」

《参加費用》
・ 大会参加費（エントリー料金）※事前入金
・ カプート杯

€100（２部門までエントリー可）大会出場用材料費

小麦粉以外

は、各自ご用意ください。

・ ホテル、ナポリまでの航空券の手配、費用は各自ご負担いただきます。

《大会概要》
１、

参加資格として、日本ナポリピッツァ職人協会の会員である事。

２、

参加者にはユニフォームとして T シャツ・エプロン・帽子が支給される。（予定）

３、

大会に使用される窯は薪窯、電気窯及びガス窯になります。

４、

参加者は一緒に共同待ち合いの場所に案内されますが、審査の最初の評価が済むま
で、参加者はこの待ち合い場所から離れてはいけません。

※ 離れた場合は、即時に退場処分を受け、次回の大会にも参加できなくなります。
５、

参加者は競技の際、ピッツァを 2 枚作る。
（一枚は技術審査員の為、二枚目はその日に訪れる観客の為）

６、

作業時間は、委員長の開始合図後、PizzaNapoletanaS.T.G.部門及び PizzaClassica
部門は５分。その他の部門は 10 分とする。

７、

審査員会の判定は確定的である。

８、

参加者はピッツァのトッピング材料として、食用の物であれば自製の材料を使用し
てもよい。

９、

大会終了後、大会事務局においてご自身の審査カードを確認する事ができます。

１０、 各自の参加者は自分のパフォーマンスが済み次第、利用した材料を片付け、場所を

綺麗にし、次のパフォーマーに譲らなければならない。
１１、 参加のできる競技部門は下記の通りです。

《大会種目》
Pizza Napoletana S.T.G. Trofeo Caputo

【ピッツァナポレターナ STG 部門】

※大会メイン部門
（EU が定めるピッツァナポレターナ STG の規定通りのマルゲリータとマリナーラ）

Pizza classica 【クラシカ部門】
（ナポリのピッツェリアにあるメニューにオリジナリティを加えたピッツァ部門）

Pizza Fritto

【ピッツァ・フリッタ部門】

Pizza in teglia 【切り売り部門】
Pizza al metro / pala【メートロピッツァ部門】
Pizza“Stagione”【季節のピッツァ部門】
（季節感のある材料を一つ使ったピッツァ部門）

Pizza senza glutine【グルテン無しピッツァ部門】（グルテン無しピッツァ部門）
Pizza juniores【ジュニア部門】（14 歳〜18 歳の子供ピッツァ職人部門）
Gare acrobatiche
・ Pizza piu’ larga

【ピッツァ生地大広げ部門】

・ Velocita’ 【ピッツァ生地早伸ばし部門】

・ Stile libero / Free style singolo 【アクロバット・個人部門】
・ Squadre acrobatiche 【アクロバット・団体部門】
《審査基準》
競技は審査員の主観により審査します。審査員は、自分たちの満足度を専用の評価
カードを通じて表明し、その基準は次の通りです。
Ottima(最上)→400～500 点

Buona(優れた)→300～400 点

Normale(普通)→200～300 点

Scadente(劣った)→100～200 点

Pessima（最低）→100～10 点

《主催》
ナポリピッツァ職人協会

ASSOCIAZIONE PIZZAIUOLI NAPOLETANI

《応募方法》
大会参加希望者は添付の資料に必要事項を明記いただき、メールにてご
応募下さい。
《応募〆切》 2019 年 8 月 27 日（火）
※ 一次募集終了後、日本からの参加者を協会に報告し、協会側の大会受け入れ人数が一杯にな
り次第、募集は終了とさせていただきます。二次募集はないかもしれません。
※ 本日からの先着順となります。
※ 現地での大会の概要・日程など、急遽変更する事が多々有りますので予めご了承いただきま
すよう宜しくお願いします。
※ 不明な点、ご質問等ありましたら下記の連絡先までご連絡ください。
※

日本ナポリピッツァ職人協会 事務局
TEL 03-6427-6802
メールアドレス ： pizzaiuolinapoletani.jp@gmail.com
担当：岩崎

参加応募日

年

月

日

第 18 回ナポリピッツァ職人世界選手権（カプートカップ）
2019 年 9 月 18 日

参加応募書
APNG 会員 No.
氏名（漢字）
（ローマ字）

住所 〒

電話番号

（ご自宅又は勤務先）

（携帯電話）

メールアドレス
生年月日

性別

所属店舗名
所属店舗住所

〒

参加希望種目（２種目まで参加可）
日本ナポリピッツァ職人協会事務局

