
2019年度 大会スケジュール

全国こどもチャレンジカップ 茨城県大会
ALL JAPAN KODOMO CHALLENGE CUP CHAMPIONSHIP【2019年度大会】

主催：一般社団法人日本こどもフィットネス協会/全国こどもチャレンジカップ大会運営委員会
後援：スポーツ庁/東京都教育委員会/公益財団法人大田区スポーツ協会/大田区（第12回全国大会実績）

開催日:2020年6月20日（土）21日（日） 会場：大田区総合体育館

大会名 開催日 開催場所 申込開始日 申込締切日 後援　(予定)

東京都大会 2019年9月23日（月） 葛飾区水元総合スポーツセンター 6月1日（土） 8月23日（金） 東京都教育委員会

愛知県大会 2019年9月29日（日） 愛知県体育館 6月1日（土） 8月29日（木） 名古屋市教育委員会

福岡県大会 2019年10月19日（土）　 筑後広域公園体育館 7月1日(月） 9月19日（木） 筑後市教育委員会

静岡県大会 2019年10月27日（日） 清水ナショナルトレーニングセンター 7月1日（月） 9月27日（金） 静岡市教育委員会

北海道大会/GP HOKKAIDO 2019年11月2日（土） 函館アリーナ（サブアリーナ） 8月1日（木） 10月2日（水） 函館市教育委員会

大阪府大会 2019年12月1日（日） 東和薬品RACTABドーム　（サブアリーナ） 9月1日（日） 11月1日（金） 大阪府教育委員会

神奈川県大会 2019年12月7日（土） 横須賀アリーナ（サブアリーナ） 9月1日（日） 11月7日（木） 横須賀市教育委員会

茨城県大会 2019年12月15日（日） つくば市洞峰公園　体育館 9月1日（日） 11月15日（金） つくば市教育委員会

埼玉県大会 2020年1月25日（土）
サイデン化学アリーナ（サブアリーナ）
(さいたま市記念総合体育館)

10月1日（火） 12月25日（水） さいたま市

和歌山県大会/GP WAKAYAMA 2020年2月2日（日） 和歌山県立橋本体育館（サブアリーナ） 11月1日（金） 1月2日（木） 和歌山県教育委員会

長野県大会 2020年2月23日（日） 松本市総合体育館 11月1日（金） 1月23日（木） 松本市教育委員会

鹿児島県大会 2020年3月28日（土）　 サンアリーナせんだい 12月1日（日） 2月28日（金）
鹿児島県・
薩摩川内市教育委員会

※全ての大会スケジュールは変更になる場合があります。　　　※後援は前年度大会実績および予定です。　

2019年12月15日（日）

つくば市洞峰公園 体育館
〒305-0051 つくば市二の宮2-20

主催；一般社団法人日本こどもフィットネス協会/全国こどもチャレンジカップ大会運営委員会
後援；つくば市教育委員会　/　「早寝早起き朝ごはん」全国協議会
協賛・協力；株式会社ギムニク/ ベンゼネラル株式会社AVIA&RYKA/チャコット株式会社　
株式会社サンリオエンターテイメント/クリスチャンモロージャパン/株式会社ブラボーグループ
有限会社MAKIスポーツ/NPO法人日本ウェーブストレッチ協会/月刊NEXT/有限会社フィットベル 
ｊＦ-ｗＯＲＫフィットネスジャパン/株式会社スターワークス/株式会社MWM　　(順不同・敬称略）



大会スケジュール

全国こどもチャレンジカップ地区大会開催にあたり、各地域よりご支援とご協力を賜り、御礼申し上げます。

2000年にスタートしました「子ども達の為の子ども達だけの大会~全国こどもチャレンジカップ大会」 は
2020年オリンピック・パラリンピック開催年に、47都道府県開催という大きな夢の実現に向けて 歩んでおります。
大きな夢の実現は簡単ではありませんが、諦めず頑張って参ります。
TOKYO2020は全国こどもチャレンジカップ大会20周年となる記念年ですので、
協会の使命でもある「日本中の子ども達を元気にする!」をテーマに、新たな目標を発信致します！

“遊び”がテーマのアクティビティでは握力向上プログラムを推進しつつ、“遊び”の大切さを伝え続けます。
個人サーキットもグループパフォーマンスも常にチャレンジする強い心を育てる、これがチャレンジカップです。
選手達が大会を通じて心身共に健全に成長されることはもちろん、地域の皆様に愛される大会を目指して頑張り
ます。地区大会・全国大会開催にあたり、スポーツ庁、教育委員会をはじめご後援・ご協賛・ご協力いただきまし
た皆様に感謝申し上げます。

全国こどもチャレンジカップ大会会長
一般社団法人日本こどもフィットネス協会 代表理事

渡辺 みどり

ご挨拶

全国こどもチャレンジカップ大会基本理念=3つのテーマ

１．安全であること ２．公平であること ３．チャレンジ精神を持つこと

チャレンジパフォーマンス
エントリーナンバー

※選手の招集時間ならびに進行は、会場アナウンスに従ってください。
なお、実際の進行状況によって、招集時間が変わる場合がございますので
会場アナウンスにご注意ください。

“継続は力なり”チャレンジカップでは継続してチャレンジする事で得られる喜びと感動を１番大切にしています。

時間 進行 招集

9:30 選手入館開始

10:00 アリーナ入場開始・開放・代表者受付

10:15 リトル選手　整列 リトル招集

10:20 開会式

10:30 チャレンジサーキット・リトル予選　スタート

11:07 リトル予選　終了 ジュニア/ユース招集

11:17 チャレンジサーキット・ジュニア・ユース予選　スタート

11:44 　休憩5分・リトル決勝進出者発表 リトル決勝招集

12:04 ジュニア・ユース予選　終了

12:18 リトル決勝　スタート

12:26 　休憩5分・ジュニア決勝進出者発表 ジュニア決勝招集

12:39 リトル決勝　終了

12:48 ジュニア決勝　スタート

12:58 　休憩5分・ユース決勝進出者発表 ユース決勝招集

13:13 ジュニア決勝　終了

13:22 ユース決勝　スタート

13:47 ユース決勝　終了

13:52 パフォーマンスセッティング パフォーマンス招集

14:09 パフォーマンススタート

14:09 エアロビクス　1チーム

14:11 エアロビクス終了

14:11 ヒップホップ　1チーム 

14:13 ヒップホップ終了

14:13 アクティビティ　5チーム 

14:27 アクティビティ終了

14:32 お楽しみタイム

15:07 表彰式開始

15:47 表彰式終了

総合No.No.カテゴリーNo.カテゴリー名 チーム名

1 エアロビクス nexus

2 ヒップホップ The Highest WretcheS

3 アクティビティ HOPPERS ANGEL

4 アクティビティ SHINY HOPPERS

5 アクティビティ CGV ガールズ A

6 アクティビティ SKC FUTURE★STARS

7 アクティビティ ホワイト☆スター



合計 96名

チャレンジサーキット 出場選手名

リトル ジュニア ユース

“日本中の子ども達を元気にする”ことを使命とし全国こどもチャレンジカップを運営しています！

2019年8月時点

0001 東京都 FF CLUB 田園調布 URL http://kids-fitness.or . jp/ ffc lub/ 代表指導者 渡辺　みどり

0002 群馬県 ジムナ トータルダンススタジオ URL https://www.ap-gymna.com/ 代表指導者 神尾　直子

0003 愛知県 AEリトルキッズ URL http://r .goope . jp/wakukyo 代表指導者 杉浦　綾乃

0006 埼玉県 Studio★Wiz URL https://www.studiowizranzan .com/ 代表指導者 内田　和代

0007 東京都 グリーンHOP URL http://green-hop.com/index.html 代表指導者 加藤　真由美

0008 茨城県 スタジオHOOP Mai l mamimu .memo@docomo.ne . jp 代表指導者 男澤　真美

0009 茨城県 Sprout or  Shoot Mai l ksmdct@gmai l .com 代表指導者 瀬川　美枝子

0011 大阪府 Red Fami ly URL http://www.redfami ly.net/ index.html 代表指導者 赤阪 由合香

0012 神奈川県 FUN FUN KIDS URL https://funfunkids.wixsite .com/ffks 代表指導者 根岸 葉子

0014 埼玉県 フィットネスクラブBEST　M's Mai l mich iko-bicks123@docomo.ne . jp 代表指導者 永井　杏里

JKFA公認クラブ登録メンバー大募集！

一般社団法人　日本こどもフィットネス協会　公認クラブ一覧

No. 氏名 No. 氏名 No. 氏名 No. 氏名

L-001 松原　心美 J-001 新井　恵菜 J-031 島村　宙杜 Y-001 榎本　尚桜

L-002 深澤　結華 J-002 鈴木　楓乃音 J-032 小堀　眞希 Y-002 山本　風羽

L-003 成田　悠真 J-003 粟井　夏妃 J-033 長橋　奏星 Y-003 本村　美紅

L-004 川田　楓空 J-004 榎本　彩音 J-034 杉山　みちる Y-004 小川　結瑛

L-005 斎藤　心結 J-005 荒井　唯愛 J-035 関　美翔 Y-005 小林　晏士

L-006 横川　華蓮 J-006 佐藤　美月 J-036 齊藤　由菜 Y-006 沼尻　彩里

L-007 大谷　叶 J-007 畑生　未夢 J-037 大嶋　心菜 Y-007 樋田　有莉

L-008 山﨑　愛理 J-008 久保田　真央 J-038 壹岐　大雅 Y-008 井上　愛菜

L-009 菅谷　希優 J-009 大谷　友乃 J-039 上原　彩佳 Y-009 小川　結

L-010 篠原　七虹 J-010 小島　みのり J-040 根本　菜花 Y-010 江守　優里菜

L-011 浅見　ひまり J-011 仲尾　清葵 J-041 戸川　夜々 Y-011 堀越　未姫

L-012 松本　初音 J-012 寺井　咲来 J-042 神山　万季 Y-012 神山　真太郎

L-013 青葉　咲香 J-013 髙橋　花穂 J-043 田中　悠生 Y-013 鷲山　彩来

L-014 皆川　藍音 J-014 富田　凛々 J-044 髙橋　弥姫 Y-014 山下　凛乙

L-015 中村　みわ J-015 鈴木　優寿 J-045 根岸　愛 Y-015 齊藤　来愛

L-016 小堀　瑛美 J-016 長野　友香 J-046 横川　結迦 Y-016 本村　美紗希

L-017 櫻井　奏 J-017 鈴木　茅菜 J-047 菊地　真央 Y-017 山岸　麗奈

L-018 島村　美玲衣 J-018 小林　綾奈 J-048 大関　みり菜 Y-018 大島　千怜

L-019 福島　蒼唯 J-019 水口　結乃 J-049 小林　夢歩 Y-019 諸岡　育実

L-020 岡野　安珠 J-020 大野　琴葉 J-050 田沼　香紅

J-021 栗原　望斗 J-051 半澤　きさら

J-022 本荘　真愛 J-052 本荘　姫奈

J-023 森本　ちひろ J-053 紫藤　祈星

J-024 篠原　舞 J-054 皆川　花音

J-025 山本　凪結 J-055 藤田　七帆

J-026 成田　碧彩 J-056 中川　真絢

J-027 馬場　柚明 J-057 遠藤　紫杏蕾

J-028 松原　怜司

J-029 野口　莉緒

J-030 酒井　琴音



〒144-0047 東京都大田区萩中2-1-2NHビル2階
TEL:03-3741-7825  FAX:03-3741-7833

E-mail:jkfa@kids-fitness.or.jp http://www.kids-fitness.or.jp/全国こどもチャレンジカップ大会運営委員会

2018度 全国こどもチャレンジカップ茨城県大会結果

チャレンジサーキット

チャレンジパフォーマンス

エアロビクス

ヒップホップ

アクティビティ

集合写真

総合優勝

リトルエアロビクス

リトル ジュニア

エアロビクス

≪大会注意事項≫
・ご来場は指導者、選手のご父兄及び関係者のみとさせて頂きます。それ以外の方はご退場いただく場合がございますので 予めご了承ください。
・荷物の置き引き・紛失・盗難には十分ご注意下さい。万が一置き引き・紛失・盗難にあわれましても主催者では一切責任を 負いかねますので、予めご了承下さい。
・会場内にてビデオ・写真撮影をされる際には、必ず協会発行の撮影許可証を首から提げて下さい。撮影許可証の無い方の ビデオ・写真撮影はお断り致します。
・ビデオ・写真等の撮影時は周囲の安全に十分ご注意下さい。チャレンジサーキット時は観客席から、チャレンジパフォー マンスは観客席とアリーナ内の所定のエリア

からのみ撮影が可能です。なお、安全上の理由から観客席・アリーナをはじめ、会場内すべてのエリアでの脚立、三脚、一脚のご使用はご遠慮下さい。
・手すり等に、ビデオカメラを固定しての撮影はご遠慮下さい。固定されたビデオカメラを発見した場合は撤去の上、内容を確認させて頂く場合がございますので予め
ご了承ください。また、カメラについてはフラッシュの利用はご遠慮下さい。
・ゴミは各自お持ち帰り頂きますようお願い致します。
・アリーナ内は土足で入場することはできません。 お脱ぎになった外履きはお手元にお持ちください。
・選手の付き添いは、チャレンジサーキット時の着替え等のサポートとしてご父兄の方1名のみアリーナ内に付き添うことが できます。 なお、付き添いの方のアリーナ
内での写真・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
・アリーナ内での飲食はご遠慮下さい。演技中の給水はアリーナ内の指定されたエリアでのみ可能です。なお、給水はペット ボトル等の蓋があるものをご用意下さい。
・喫煙は所定の場所にてお願い致します。
・ケガは救護スタッフが応急処置は致しますが、その後の責任は負いかねます。

・応援幕は会場の指定した場所に掲げることができます。取り付け、取り外しは各自でお願い致します。その際は周囲の安全に留意して行なってください。取り付けは
ヒモのみとさせて頂きます。（ガムテープ・粘着テープなどはご遠慮下さい）

・観客席や廊下等でのウォーミングアップはご遠慮下さい。（ラジカセ等で音を流すのもご遠慮下さい）
・出場選手ならびに来場者の肖像権は主催者に帰属しております。撮影したビデオ・写真・デジカメ等の各種媒体への無断 掲載および転売等はできません。
・撮影した映像、画像等をスタッフが確認させて頂く場合がございます。その際は速やかに撮影物の提出をお願い致します。
・施設内のコンセントの使用はおやめ下さい。（コテ・ドライヤーなど）

・ヘアスプレー等は周りの方々への迷惑にならない場所でご使用頂きますようお願い致します。


