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実施報告書



御 礼

平素は格別のお付き合いを賜り誠にありがとうございます。

201４年3月２６日（水）開催の “こどもフィット＆ダンス フェスティバル2014 -第１７回新春の会-” におきましては
皆様に多大なご支援を賜り、心より感謝申し上げます。

当日は、7００名の出演者を含む約１8００名の皆様にご来場頂き、明るく元気な1日を迎えることが出来ました。

初ステージとなる舞浜アンフィシアターで輝く出演者は大変満足されているようでした。出演者を支える先生とご家族の皆様は

楽屋でのサポートを楽しそうにされており、場内は活気に満ち溢れていました。

第2回“笑顔＆元気”部門予選会は、本来の子どもらしさと未知の可能性を引き出せる素晴らしいステージとなりました。

ロビーでは保育士を目指す学生による “アクティビティエリア” を設置し、紙芝居、作って遊ぼう、からだ遊びなどの “遊び” を
通じて元気いっぱい楽しんでいる様子でした。出展各社様のブースのおかげで賑やかなロビーとなりました。

会場変更に伴い、代表指導者の先生方をはじめ、多くの皆様の温かいご支援を賜りました。心よりお礼申し上げます。

簡単ではございますが、別紙のとおりご報告申し上げます。今後ともご後援、ご協賛、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
この度は誠にありがとうございました。

２０１４年４月１０日
一般社団法人日本こどもフィットネス協会

会長 渡辺みどり

本イベントの実施報告書は、協会ホームページ

(http://kids-fitness.or.jp/)でも掲載致します。



実 施 報 告 １１１１．．．．概概概概 要要要要

イベント名：

主 催：

こどもフィット＆ダンスフェスティバル２０１４ -第１7回新春の会-

一般社団法人日本こどもフィットネス協会

千葉県教育委員会/ 浦安市教育委員会/公益財団法人大田区体育協会
公益財団法人健康・体力づくり事業財団/公益社団法人日本フィットネス協会/公益社団法人日本エアロビック連盟
AFAA JAPAN/特定非営利活動法人日本Ｇボール協会/「早寝早起き朝ごはん」全国協議会

後 援：

株式会社ギムニク/チャコット株式会社/有限会社MAKIスポーツ/クリスチャンモロージャパン/株式会社ムーヴメント
AGウェアジャパン/株式会社フォトクリエイト/SPORTEC事務局/カリフォルニア・レーズン協会/
コカ・コーライーストジャパン株式会社/ジュノエスクベーグル/株式会社サンリオエンターテイメント/
月刊ジャパンフィットネス/株式会社スターワークス/ベンゼネラル株式会社 AVIA＆RYKA/有限会社フィットベル
株式会社アノマリー/月刊NEXT/株式会社おもちゃの店青い鳥/株式会社学研教育みらい/株式会社中央軒煎餅
和田商店/一般社団法人日本フープダンス協会/株式会社東急スポーツオアシス THE☆STAGE/株式会社MWM
株式会社オリム/株式会社THINKフィットネス ゴールドジム/NAC-JAPAN NPO

東京リゾート＆スポーツ専門学校/横浜リゾート＆スポーツ専門学校/千葉リゾート＆スポーツ専門学校
横浜こども専門学校/東京未来大学
一般社団法人田園調布グリーンコミュニティ/NPO法人日本ウェーブストレッチ協会
NPO法人日本トイレ研究所/いまばりタオル遊び開発普及委員会

協 賛：

協 力：

開 催 日： ２０１４年３月２６日（水） １４:００～２０:００

舞浜アンフィシアター開 催 場 所：

（順不同・敬称略）



実 施 報 告

総来場者数 ：約１８００名

出演演目数：９２演目

アクティビティ・チア・キッドビクス 27チーム

エアロビクス 7チーム

ヒップホップ 39チーム

MEGA 8チーム

その他 1チーム

ゲスト他 １０チーム

-ゲスト他-
izumix・星組/横浜R＆S1K2/千葉R＆S/パウロ＆カイヤン/SEDteam2014エアロビクス
SEDteam2014ヒップホップ/Dance Factory CYGNET/JKFA KBI/ゆりーとめりーとぷらす/エンディング

◆アワードタイム

キッドビクス修了証授与式

ベストインストラクター２０１4 授与式 小島 香織様

第5期若年層育成推薦制度 発表・表彰 森 風音様 ≪感謝状 森 洋行 様≫

◆第2回“笑顔＆元気”部門予選会

出演者数 ：７００名



実 施 報 告 ２２２２．．．．発表会発表会発表会発表会のようすのようすのようすのようす①①①①

舞浜舞浜舞浜舞浜アンフィシアターアンフィシアターアンフィシアターアンフィシアター 受受受受 付付付付

出展出展出展出展ブースブースブースブース
アクティビティエリアアクティビティエリアアクティビティエリアアクティビティエリア

・クリスチャンモロージャパン

・AGウェアジャパン

・ジュノエスクベーグル

・JKFA

・ウェーブストレッチリング体験コーナー

（NPO法人日本ウェーブストレッチ協会/MAKIスポーツ）

出演者出演者出演者出演者のののの様子様子様子様子

・横浜こども専門学校 実習生

写真提供：オールスポーツコミュニティ http://allsports.jp/



““““笑顔笑顔笑顔笑顔＆＆＆＆元気元気元気元気””””部門予選会部門予選会部門予選会部門予選会

ゲストゲストゲストゲスト出演者出演者出演者出演者 （（（（オープニングオープニングオープニングオープニング・・・・エンディングエンディングエンディングエンディング））））

キッドビクス修了証授与式

協会名誉顧問
高橋賢一

協会会長
渡辺 みどり

アワードタイムアワードタイムアワードタイムアワードタイム

実 施 報 告 ２２２２．．．．発表会発表会発表会発表会のようすのようすのようすのようす②②②②

ごごごご挨拶挨拶挨拶挨拶

横浜R&S 1K2 千葉R&S パウロ＆カイヤンizumix・星組

SEDteam2014エアロビクス SEDteam2014ヒップホップ JKFA KBIDance Factory CYGNET

ベストインストラクター賞 小島 香織様

出演出演出演出演チームチームチームチーム

ごごごご来賓来賓来賓来賓

第5期若年層育成推薦制度 表彰 森 風音様 ※ご家族への感謝状 進呈

写真提供：オールスポーツコミュニティ http://allsports.jp/

ゆりーとめりーとぷらす エンディング



実 施 報 告 3333．．．．ダンスダンスダンスダンスDEDEDEDEクイズクイズクイズクイズ＆＆＆＆川柳賞川柳賞川柳賞川柳賞

◆川柳賞◆

◆クイズ正解者◆

（順不同・敬称略）

金賞

銀賞
年度末、疲れた身体に効く笑顔 森　洋行 神奈川県 今冶タオル賞（たおるマフラー）
猛特訓、回想しながら超感動！！ 森　里奈 神奈川県 今冶タオル賞（たおるマフラー）
発表会心臓ドキドキなっていた 綿貫　夏葵 東京都 今冶タオル賞（たおるマフラー）

これからもキッドビクスつづけたい…（すっごく楽しい） 井出　涼子 神奈川県 今冶タオル賞（たおるマフラー）
発表会両目と両手で楽しもう！！ 古井　美好 東京都 今冶タオル賞（たおるマフラー）
大すきな先生いっしょにおどりたい 佐藤　こころ 東京都 和田商店賞（明宝ハム＆ケチャップ）
エンディング、みんなで楽しくおどれたな 東津　瞳 神奈川県 和田商店賞（明宝ハム＆ケチャップ）
見るよりもおどってたのしいヒップホップ 北村　謙一 東京都 和田商店賞（明宝ハム＆ケチャップ）
ステージの娘を見ては感動だ❤ 北風　渚 神奈川県 中央軒煎餅賞（煎餅詰め合せ）
こどもたち笑顔輝く晴れ舞台 段上安津子 東京都 中央軒煎餅賞（煎餅詰め合せ）
春が来てまごのダンスでうかれ出す！！ 三輪　ヨシエ 宮城県 中央軒煎餅賞（煎餅詰め合せ）

おどりたい!ディズニーランドで数年後… 大張　裕美 埼玉県 中央軒煎餅賞（煎餅詰め合せ）
ステージでキラキラひかるよわたしたち 鹿取　桃花 東京都 中央軒煎餅賞（煎餅詰め合せ）
キラキラとえがおがかがやく発表会！！ 佐藤　美蘭乃 東京都 ギムニク賞（ソフトジム）
発表会やっぱりダンスは最高だ！！ 土田　美穂 神奈川県 ギムニク賞（ソフトジム）
発表会何回やっても楽しいね 濱園　郁美 東京都 ギムニク賞（ソフトジム）
会場が１つになったエンディング 佐藤　吉恵 千葉県 MWM賞（キッドビクス本）
発表会ディズニーよりも輝いた！！ 金子　能久 神奈川県 MWM賞（キッドビクス本）

町田　ひとみ 神奈川県 クリスチャンモロー賞（オリジナルシュシュ）

久我　栞 東京都 クリスチャンモロー賞（オリジナルシュシュ）

猪俣　里奈 千葉県 クリスチャンモロー賞（オリジナルシュシュ）

町田　優海 神奈川県 クリスチャンモロー賞（オリジナルシュシュ）

安田　朱里 東京都 クリスチャンモロー賞（オリジナルシュシュ）

中島　綾香 東京都 フィットベル賞（オリジナルTシャツ）

田中　咲帆 神奈川県 フィットベル賞（オリジナルTシャツ）

荘司　美咲輝 東京都 フィットベル賞（オリジナルTシャツ）

富田　真由 埼玉県 フィットベル賞（オリジナルTシャツ）

深田　千里 神奈川県 フィットベル賞（オリジナルTシャツ）
早川　葵 神奈川県 チャコット賞（オリジナルグッズ）

深田　朱音 神奈川県 チャコット賞（オリジナルグッズ）

柳沢　よう佑 東京都 チャコット賞（オリジナルグッズ）

長沼　理子 東京都 学研賞（絵本・教育アイテム）

安田　翔 神奈川県 Hoopダンス賞（オリジナルグッズ）



実 施 報 告 4444．．．．アンケートアンケートアンケートアンケート集計結果集計結果集計結果集計結果①①①①

1111....発表会発表会発表会発表会のののの内容内容内容内容はいかがでしたかはいかがでしたかはいかがでしたかはいかがでしたか 6666....来年来年来年来年もまたもまたもまたもまた出出出出たいとたいとたいとたいと思思思思いますかいますかいますかいますか？（？（？（？（出演者出演者出演者出演者のののの方方方方へのへのへのへのアンケートアンケートアンケートアンケート））））

たいへんよかった 94 ぜひ出たい 92
よかった 44 まだわからない 31
ふつう 4 出たいとは思わない 0
あまりよくなかった 0 無回答 26
無回答 7 総　数 149

149

2222....会場会場会場会場についていかがでしたかについていかがでしたかについていかがでしたかについていかがでしたか 7777....興味興味興味興味のあるのあるのあるのあるライセンスライセンスライセンスライセンスややややワークショップワークショップワークショップワークショップはははは？？？？（（（（複数回答可複数回答可複数回答可複数回答可））））

たいへんよかった 93 40Hキッドビクスインストラクター 9 CPR・AED 3
よかった 44 20Hフィットネスインストラクター 4 6H KIDBICS PlayFitness 2
ふつう 5 3H審査リード講習会 2 フレックスクッションW.S 5
あまりよくなかった 2 20Hキッズヒップホップインストラクター 13 ウェーブリング 6
無回答 5 6H KIDBICS Basic 4 わからない 23

149 3Hキンダーキッドビクス 0 無回答 76

3333....スタッフスタッフスタッフスタッフのののの対応対応対応対応はどうでしたかはどうでしたかはどうでしたかはどうでしたか 6H キッズフープダンス 2 合計 149
たいへんよかった 99
よかった 39 8888....今後今後今後今後どのようなどのようなどのようなどのような講習会講習会講習会講習会、、、、ワークショップワークショップワークショップワークショップ、、、、イベントイベントイベントイベントをををを開催開催開催開催してほしいですかしてほしいですかしてほしいですかしてほしいですか
ふつう 5 ●お手軽なダンスレッスン
あまりよくなかった 0 ●スピードくじ
無回答 6 ●食品販売

149 ●遊び場

4444記念記念記念記念TTTTシャツシャツシャツシャツはいかがでしたかはいかがでしたかはいかがでしたかはいかがでしたか？？？？ ●手芸系
たいへんよかった 57 ●夏休みとか無理のないスケジュールでの講習会
よかった 47
ふつう 30 ■■■■アンケートアンケートアンケートアンケートにおにおにおにお答答答答ええええ頂頂頂頂いたいたいたいた方方方方はははは
あまりよくなかった 0 出演者 54
無回答 15 保護者 54

149 その他 5

5555....DVDDVDDVDDVDはははは来年来年来年来年もももも購入購入購入購入したいですかしたいですかしたいですかしたいですか？？？？ 弟 1
絶対ほしい 45 妹 2
欲しい 66 指導者 1
いらない 5 千葉R＆S 1
どちらでもない 13 無回答 31
無回答 20 総　数 149

149

総　数

総　数

総　数

総　数

総　数

ふつう3%

あまりよく

なかった0%

よかった30%
たいへん

よかった

62%

無回答5%

ふつう3%

あまりよく

なかった1%

よかった30% たいへん

よかった

63%

無回答3%

ふつう3%

あまりよく

なかった0%

よかった26%
たいへん

よかった

67%

無回答4%

無回答10%

たいへん

よかった

38%

あまりよく

なかった0%

ふつう20%

よかった32%

いらない3%

どちらでも

ない9%

欲しい45%

絶対ほしい

30%

無回答13%

ぜひ出たい

62%
まだわから

ない21%

無回答17%

出たいとは

思わない0%



実 施 報 告 4444．．．．アンケートアンケートアンケートアンケート集計結果集計結果集計結果集計結果②②②②

おおおお気気気気づきのづきのづきのづきの点点点点やごやごやごやご意見意見意見意見などなどなどなど

◆Tシャツのデザインがよかったので買いました！

◆チャレンジカップの合否の基準がわからない。終わった後にどこが良かったか、良くなかったか知りたい！

次につなげる為にも。１曲の出演料が高い。

◆会場がとても良かったです。

◆楽しかったです。

◆Tシャツのデザインすごく良かった！インストラクターズ楽しかったです。

◆楽しかった～（２名）

◆大好き！あいらぶゆうー！

◆子ども達が一生懸命に演じている姿がとても良かった。色々なジャンルのダンスを見られてわが子にも良い刺激になりました。

◆音が大きすぎる曲があったり、両サイドの照明が左右にスライドした時に身体への負担があり辛かったです。

◆とても楽しかったです。（２名）

◆会場が広すぎて移動が大変だった。

◆当日も申し込みが出来るようにして欲しい（DVD）

◆子どもの健康の為に出演時刻を17時までにしてほしいです。

◆会場から楽屋までが遠い。

◆着替を手伝うのにパスが無いと楽屋に入れないのはなぜ？

◆キッズダンスなのに終了時間が遅い！！

◆楽屋から客席が遠すぎます。


