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実施報告書



御 礼

平素より格別のお引き立てにあずかり厚くお礼申し上げます。

2015年3月２1日（土）千葉県舞浜アンフィシアターにて開催されました“こどもフィット＆ダンス フェスティバル

2015 -第１8回新春の会-”におきましては多大なるご支援、ご協力を賜り心から感謝申し上げます。

当日は、7００名の出演者を含む約１8００名の皆様が来場され、大盛況のうちに幕を閉じることができました。

多くのお客様にご来場いただきましたこと、改めて心より御礼申し上げます。出演者の為の半円形のオープンステー

ジと、これを取り囲むようにすり鉢状に配置され、ゆったりとした座席で観覧できる舞浜アンフィシアターで、出演

者の皆様が輝き、ご家族様の笑顔と感動が会場でひとつになり素晴らしい会となりました。出演者を支える先生とご

家族の皆様は楽屋でお子様の成長を感じながら楽しそうにサポートされており、場内は活気に満ち溢れていました。

今回初となるコラボレーションステージでは企業様や団体様に素晴らしいパフォーマンスを披露していただきました。

クオリティの高い演技に会場が魅了されました。

ロビーでは保育士を目指す横浜こども専門学校の学生の皆さんによる “アクティビティエリア” を設置し、出演者や

その ご家族の皆様が参加できるボールや縄跳び、フープなどのアイテムを使用したからだ遊びが楽しめるスペースが

大好評でした。千葉リゾート&スポーツ専門学校、横浜リゾート&スポーツ専門学校の学生の皆さんは、笑顔と元気で

子ども達を支えてくれました。また、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。

代表指導者の先生方をはじめ、多くの出演者やご家族の皆様の温かいご支援を賜りましたことを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。

２０１５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 １．概 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２０１５ -第１8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
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/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
Repoll Planning/一般社団法人日本フープダンス協会

協 賛：

協 力：

開 催 日： ２０１５年３月２1日（土） 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：９1演目

アクティビティ・チア・キッドビクス 20チーム

エアロビクス 8チーム

ヒップホップ 33チーム

MEGA 10チーム

コラボ 8チーム

ゲスト他 12チーム

-コラボ-
Ｔ☆S 70’s （The☆STAGE港北）/JWSAウェーブストレッチダンサー×JKFAキッズダンサー
Collaboration☆Wiz/T☆S Stylish Crew(The☆STAGE自由が丘）/長身汝子/
eyesblack（RUN UP! DANCE CONTESTの2015グランドチャンピオン）/
Repoll:FX（Repoll Planning）/ハッピーダンス（ハッピーダンスプログラム）

-ゲスト他-
SEDteam2015エアロビクス/千葉リゾート＆スポーツ専門学校/横浜リゾート＆スポーツ専門学校1K2 /
Ｋ４-ＧＴ/MH.YELLOW/izumix・もも組/パウロ＆カイヤン/ SEDteam2015ヒップホップＡ/
SEDteam2015ヒップホップＢ/JKFA KBI/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２０１5 授与式 内田 和代様

ベストインストラクター２０１5 授与式 半田 千賀子様

出演者数 ：約７００名



実 施 報 告 ２．発表会のようす①

舞浜アンフィシアター 受 付

出展ブース アクティビティエリア

・クリスチャンモロージャパン

・DANCE@SHOP

・ジュノエスクベーグル

出演者の様子

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/

・ウェーブストレッチリング

（NPO法人日本ウェーブストレッチ協会/MAKIスポーツ）

・DVD販売 ・JKFA 

合間にレーズンを食べる出演者の皆さん



ゲスト出演者 （オープニング・エンディング）

キッドビクス修了証授与式

岩戸幼稚園
理事長兼園長
山﨑一樹様

協会会長
渡辺 みどり

アワードタイム

実 施 報 告 ２．発表会のようす②

ご挨拶

横浜R&S 1K2 千葉R&S K4-GTSEDteam2015エアロビクス

MH.YELLOW izumix･もも組 SEDteam2015ヒップホップASEDteam2015ヒップホップB

ベストインストラクター賞

出演チーム

ご来賓

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

Collaboration☆Wiz エンディング

パウロ＆カイヤン

T☆S 70’s(The☆STAGE港北) JWSAウェーブストレッチダンサー×JKFAキッズダンサー

長身汝子T☆S Stylish Crew(The☆STAGE自由が丘) Repoll:FX ハッピーダンス JKFA KBI

eyesblack

内田和代様 半田千賀子様

協会名誉顧問
高橋賢一様



実 施 報 告 3．ダンスDEクイズ＆川柳賞

（順不同・敬称略）

ダンスフェス　我が子の幼児期　思い出し 柳谷　まゆみ 埼玉県 MWM賞（東京ディズニーリゾートワンデーパスポート）

あふれ出す　こせいそれぞれ　笑顔あり 柳沢　暢佑 東京都 和田商店賞（明宝ハム＆ケチャップ）

ひつじだメェー　ダンスがつなぐ　心の○（わ） 塚本　千尋 千葉県 和田商店賞（明宝ハム＆ケチャップ）

子供より　オレの方が　汗かくわ！！！ 小林　雅彦 埼玉県 和田商店賞（明宝ハム＆ケチャップ）

いっぱいの　桜が咲いたよ　舞台でね 佐藤　雅美 東京都 学研賞（絵本）

キラキラの　ライトに勝る　笑顔かな☆ 松﨑　かな 東京都 学研賞（絵本）

イヤだった　ダンスが今は　大好きだ 武藤　ゆい 東京都 学研賞（絵本）

むすこの　はつはっぴょうかい　なみだでる 前田　ひとみ 神奈川県 学研賞（絵本）

ちいさいこ　おどるダンスは　大きいヨ！ 石川　容子 東京都 学研賞（絵本）

初舞台　我が子のダンス　光ってた 菅　伊織 東京都 学研賞（絵本）

舞台裏　行ったり来たり　ダイエット 大橋　由美 神奈川県 今治タオル賞（たおるマフラー）

おどろいた　むすめがじょうずに　おどってる 小笠原　心優 神奈川県 今治タオル賞（たおるマフラー）

ひつじめえ　みんなでおどり　なおたのし 冨田　聖子 埼玉県 今治タオル賞（たおるマフラー）

ステージで　キラキラひかる　むすめたち 野村　美香 東京都 今治タオル賞（たおるマフラー）

今日までに　がんばった日々が　たからもの 可知　夏希 東京都 今治タオル賞（たおるマフラー）

冷や汗が　快「汗」に変わる　ダンスかな 高橋　大昌 東京都 ギムニク賞（ソフトジム）

ココロも元気になる　キラキラダンス　もこもこめー 永塚　いづみ 宮城県 ギムニク賞（ソフトジム）

ステージの　上では私　別人よ 大滝　菜南 東京都 ギムニク賞（ソフトジム）

来年も　アンフィシアター　また来るぞ♪ 川村　知恵 東京都 中央軒煎餅賞（煎餅詰め合わせ）

笑顔の祭典　100点満点 町田　遥海 神奈川県 中央軒煎餅賞（煎餅詰め合わせ）

舞台のうえ　子供は笑顔　おやしんけん 小磯　淳一郎 東京都 中央軒煎餅賞（煎餅詰め合わせ）

あのチビが　ステージたったら　パフォーマー 森　風音 神奈川県 中央軒煎餅賞（煎餅詰め合わせ）

ステージで　みんなの応援　あったかい♪ 五十嵐　彩音 東京都 中央軒煎餅賞（煎餅詰め合わせ）

金賞



実 施 報 告 4．アンケート集計結果①

1.発表会の内容はいかがでしたか 6.来年もまた出たいと思いますか？（出演者の方へのアンケート）

たいへんよかった 121 ぜひ出たい 110
よかった 21 まだわからない 13
ふつう 2 出たいとは思わない 1
あまりよくなかった 0 無回答 25
無回答 5 総　数 149

149

2.会場についていかがでしたか

たいへんよかった 111 7.今後どのような講習会、ワークショップ、イベントを開催してほしいですか
よかった 30 ●出演者も見る側も笑顔になるような楽しいイベント
ふつう 3 ●ダンスをしてみたい
あまりよくなかった 0 ●服屋をもっと
無回答 5 ●ダンスクリニック（チームで参加してもっと上手になれるように色々なおしてくれる講習会）

149 ●スポーツ飲料

3.スタッフの対応はどうでしたか ●ベーグルコーナーが良かったので、来年もお願いします
たいへんよかった 108 ●ステージの上に出演以外の人も上がってダンスをしたらいいと思う
よかった 28 ●他のスタジオとの交流イベント
ふつう 5 ●出演者じゃない子供の遊び場
あまりよくなかった 1 ●
無回答 7 ●インタビューがあるイベント

149 ●ベーグルだけでなくサンドイッチやおにぎりなどの軽食のブースがほしいです

4記念Tシャツはいかがでしたか？ ●全国のルーティン以外のエアロやヒップのワークショップがあったらいいなと思います
たいへんよかった 69 ●子供たちが体を動かせるようなイベントを増やしてほしい
よかった 42 ●有名アーティストとコラボレーション
ふつう 29 ●有名ダンサーのコーナー
あまりよくなかった 0
無回答 9

149 8.アンケートにお答え頂いた方は

5.DVDは来年も購入したいですか？ 出演者 55
絶対ほしい 53 保護者 51
欲しい 42 その他 3
いらない 16 兄弟姉妹 4
どちらでもない 27 指導者知人 1
無回答 11 友達 2

149 無回答 33
総　数 149

総　数

総　数

総　数

総　数

総　数
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実 施 報 告 4．アンケート集計結果②

お気づきの点やご意見など

●とっても楽しかったです。
●DVDは個人分だけで販売してほしい。全チームは高すぎる。
●楽しい時間をありがとうございました。
●楽屋にゴミ箱が欲しい。
●もっと色々なダンスがみたい。
●ホームページがみにくい。
●プログラムに休憩時間を記載してほしい。
●チケットのナンバリングが小さい文字薄い文字で暗い会場で見にくかったです。
●出入りがなかなかできないので時間調整してほしい。せめて飲み物可としてほしい。
●照明が少し下手だった。
●終了時間が早いとよい。

貴重なご意見を誠にありがとうございました。
来年へ向けて、より出演者の皆様が輝くイベントが開催できるよう努めてまいります。


