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はじめに

概要

イベント名称

開催日時

開催場所

主　　催

後　　援

協　　賛

協　　力

平素より一般社団法人日本こどもフィットネス協会の活動に、多大なるご支援、ご協力をいただき誠にありがとうございます。

3月27日(日)舞浜アンフィシアターにて【こどもフィット＆ダンスフェスティバル2016 -第19回新春の会（以下新春の会）】が開

催されました。キッドビクス30周年を迎えた今年は、集大成となる発表の場となりました。 本実施報告書ではこの新春の会につ

いてご報告させていただきます。

こどもフィット＆ダンスフェスティバル2016　-第19回新春の会-

2016年3月27日（日）14：00～20：00 

舞浜アンフィシアター（千葉県浦安市舞浜2-50）

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

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 / サンリオピューロランド / 
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 / 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 / 
株式会社ボディーアートジャパン G-FIT / WSSA JAPAN  スポーツスタッキング

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 / 特定非営利活動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 / 一般社団法人日本健康体操普及連盟

本実施報告書内すべて：敬称略・順不同   



実施報告①

総来場者数

出演者数

出演演目数

アワード
タイム

約1,800名

約1,000名

95演目
キッドビクス：6チーム アクティビティ：7チーム エアロビクス：8チーム
エアロダンス：1チーム ヒップホップ：32チーム チア：6チーム
ファミリーヒップホップ：1チーム   親子ダンス：2チーム
MEGA：8チーム  コラボ：5チーム（※1） ゲスト：19チーム（※2）

※1：コラボ
Hula Halau O Makanani / Red Family / T☆S Staff Crew / グリーンHOP ファミリー
HOOP☆KING上田浩之withNAFA♡Family＆KIDBICSファミリー
※2：ゲスト
リゾスポY＆C / SEDteam2016エアロビクス / JKFAキッドビクス / ハッチャケ☆BB / パウロ＆カイヤン
SEDteam2016ヒップホップ / 長岡第四中学校 プロシュット ペスカ / 長岡第三中学校 Ganador
グリーンHOP SA / MH．Sept Tribe / Mori Villege in Africa / 秋中 KITAKU部 / Future
グリーンHOP☆HOTガールズ / JKFA キッズダンサー / JKFA KBI / Repoll:FX / 筑波大学体操部
FF☆ALL

キッドビクス修了証：23名
ベストインストラクター2016受賞者：加藤 真由美（東京都）・赤阪 由合香（大阪府）
ベストチャレンジ賞2016受賞者：鳥巣 愛佳（東京都）
KIDBICS AWARD 2016 優秀指導者（5年：35名 / 10年：49名 / 15年：19名 / 20年：17名）

会場：舞浜アンフィシアター 外観 会場：舞浜アンフィシアター ステージ/客席

エントランス 会場を彩る公演祝いのお花

アッセンブリ一式 入場者にアッセンブリととも【い・ろ・は・す 天然水】を配布

コカ・コーラオリジナル手提げ袋（コカ・コーライーストジャパン協賛） 
アッセンブリの中にはレーズン【California Raisins】30グラム（カリフォルニア・レーズン協会協賛）



実施報告②　会場内の様子

クリスチャンモロージャパン アノマリー ジュノエスクベーグル

WSSA JAPAN スポーツスタッキング JKFAブースNPO法人日本ウェーブストレッチ協会/MAKI スポーツ

出展ブース

入口 Let’s スポーツスタッキング

アクティビティエリア

その他

キッドビクス30周年アニバーサリー大抽選会 NAFAブース

DVD/Blu-ray 申込受付

レーズン【California Raisins】（カリフォルニア・レーズン協会協賛）を食べる出演者



実施報告③　出演者

カテゴリー：キッドビクス カテゴリー：エアロビクス カテゴリー：アクティビティ

カテゴリー：HIPHOP カテゴリー：ファミリーヒップホップカテゴリー：チア

カテゴリー：親子ダンス カテゴリー：コラボカテゴリー：MEGA

出演チーム

リゾスポY＆C SEDteam2016エアロビクス JKFAキッドビクス

ハッチャケ☆BB

FAMILY PARTY 2016 in サンリオピューロランド 総合1位

SEDteam2016ヒップホップパウロ＆カイヤン

ゲスト出演者

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

30thアニバーサリー賞 最優秀賞 受賞
FF☆DAD&Family



実施報告④　出演者

長岡第四中学校 プロシュット ペスカ 長岡第三中学校 Ganador グリーンHOP SA

MH．Sept Tribe 秋中 KITAKU部Mori Villege in Africa

Future JKFA キッズダンサーグリーンHOP☆HOTガールズ

JKFA KBI 筑波大学体操部Repoll：FX

FF☆ALL

ゲスト出演者

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

全国こどもチャレンジカップ第8回全国大会チャレンジパフォーマンス スクールチャレンジ 第3位

全国こどもチャレンジカップ第8回全国大会チャレンジパフォーマンス ヒップホップ 第3位 全国こどもチャレンジカップ第8回全国大会チャレンジパフォーマンス ファミリーチャレンジ 第1位 全国こどもチャレンジカップ第8回全国大会チャレンジパフォーマンス スクールチャレンジ 第1位

全国こどもチャレンジカップ第8回全国大会チャレンジパフォーマンス スクールチャレンジ 第2位 全国こどもチャレンジカップ第8回全国大会チャレンジパフォーマンス エアロビクス 第1位

全国こどもチャレンジカップ第8回全国大会チャレンジパフォーマンス エアロビクス 第2位 全国こどもチャレンジカップ第8回全国大会チャレンジパフォーマンス アクティビティ 第2位



実施報告⑤　表彰式/エンディング

キッドビクス修了証授与式 プレゼンターのジョンカス 山岡 有美 氏

加藤 真由美 赤阪 由合香 鳥巣 愛佳
ベストインストラクター賞2016 ベストチャレンジ賞2016

KIDBICS AWARD 2016 優秀指導者賞授与式 JKFA 代表理事 渡辺 みどりからご挨拶 KIDBICS AWARD 2016 優秀指導者賞 5年

KIDBICS AWARD 2016 優秀指導者賞 10年 KIDBICS AWARD 2016 優秀指導者賞 20年

”HOOP☆KING上田浩之withNAFA Family＆KIDBICSファミリー”

KIDBICS AWARD 2016 優秀指導者賞 15年

アワードタイム

ダンス DE クイズ エンディング

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

1986年、子どものためのエアロビクス“キッドビ
クス”が誕生しました。
現在の公益社団法人日本フィットネス協会の基
盤ともいえる「スタジオNAFA（日本エアロビク
ス・フィットネス・アソシエーション）」で“キッド
ビクス”はスタートしました。当時、スタジオ
NAFAはエアロビクス専門スタジオの火付け役
となり全国から注目されていました。「大人の心
にこれだけの感動を与え、こんなに楽しく健康に
なれるエアロビクスを子ども達にも！」という思
いをスタジオNAFAの元チーフインストラク
ター ジョンカス 山岡 有美先生の導きで、渡辺 
みどりが“キッドビクス”プログラムを開発に携
わりました。“キッドビクス”は今年30周年を迎
えました。



ダンスDEクイズ&川柳賞 当選者

川　柳

夢がある 叶えるための 発表会

ステージで 踊る姿に 勇気もらう

光射す 娘の笑顔 鮮やかに

笑顔輝く 新春の会 キッドビクスは永遠なれ

まいはまで ディズニーよりも たのしみだ

げんきよく おどれてきょうは うれしいな

新春の会 家族みんなに ありがとう

このポーズ みみが大きい ミッキーだ!

おどってわらって しょうりめざせ!

子供たち 毎年成長 嬉しいな

6年間 すてきな仲間と 踊れたよ

楽しいな 子供と手つなぎ 大舞台

まごのかお えがおのダンス しあわせだ

発表会 気がついてみれば 10年目

ありがとう テーマつかんで 感謝しよう

今年はね 家族をテーマに 楽しんだ

手をつなぎ 笑顔で観よう 発表会

離れても 心は一つ ラストステージ

ありがとう 家族みんなに かんしゃする

楽しく踊れば 笑顔いっぱい あふれ出す

楽しみだ! 来年アワード 年女♡

人と人 つなぐ力が あるダンス

桜にも 負けぬ輝き 笑顔たち

キラキラと この日だけは 目立ってた

おどろうよ! 卒業記念に 仲良しと!

春の日に 笑顔の花咲く 舞浜で

ステージの 我が子みて 元気もらう

汗かいて 笑顔になって 楽しいな 発表会

ドキドキするけど がんばろう

妹の キッドビクスは かわいいな

氏　名

鶴井 はな江

田野 久美子

佐藤 美保乃

矢田 夏子

菅 伊織

鈴木 凜

加藤 杏梨

塚本 千尋

竹内 悠衣

中川 望

飛田 紀子

長谷川 京子

加藤 明子

浅岡 直美

島村 愛弓

井出 涼子

工藤 未哩

荘司 桃香

神原 なな子

鹿取 昭宏

大張 祐美

古井 美子

加藤 愛惟

菅 澄子

鈴木 陽子

江守 妙子

鹿取 久美子

髙崎 さちえ

田野 美津希

江守 優里菜

地　区

東京都

東京都

東京都

神奈川県

東京都

東京都

神奈川県

千葉県

千葉県

東京都

東京都

東京都

神奈川県

東京都

神奈川県

神奈川県

神奈川県

東京都

神奈川県

東京都

埼玉県

東京都

東京都

東京都

東京都

神奈川県

東京都

東京都

東京都

神奈川県

賞

MWM賞

和田商店賞

和田商店賞

和田商店賞

学研賞

学研賞

学研賞

学研賞

学研賞

中央軒煎餅賞

中央軒煎餅賞

中央軒煎餅賞

中央軒煎餅賞

中央軒煎餅賞

ギムニク賞

ギムニク賞

ギムニク賞

ギムニク賞

ギムニク賞

ギムニク賞

ボディーアートジャパン賞

ボディーアートジャパン賞

ボディーアートジャパン賞

ボディーアートジャパン賞

ボディーアートジャパン賞

ボディーアートジャパン賞

ボディーアートジャパン賞

ボディーアートジャパン賞

ボディーアートジャパン賞

ボディーアートジャパン賞

賞

東京ディズニーリゾート®ワンデーパスポート

明宝ハム&ケチャップ

明宝ハム&ケチャップ

明宝ハム&ケチャップ

絵本

絵本

絵本

絵本

絵本

煎餅詰め合わせ

煎餅詰め合わせ

煎餅詰め合わせ

煎餅詰め合わせ

煎餅詰め合わせ

ソフトジム

ソフトジム

ソフトジム

ソフトジム

ソフトジム

ソフトジム

ウェア各種

ウェア各種

ウェア各種

ウェア各種 

ウェア各種

ウェア各種

ウェア各種

ウェア各種

ウェア各種 

ウェア各種

今年もたくさんの協賛品をいただきまして、誠にありがとうございました。審査の結果は以下の通りです。

当選者の皆様は、4月1日（金）に協会ホームページで発表し、賞品は4月12日頃より順次発送しています。

金賞



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？

たいへんよかった ・・・・ 72
よかった ・・・・・・・・ 14
ふつう ・・・・・・・・・・ 1
あまりよくなかった ・・・・ 0
無回答 ・・・・・・・・・・ 5

無回答 5.4%
ふつう1.1%

よかった
15.2%

たいへんよかった
78.3％

2.会場についていかがでしたか？

たいへんよかった ・・・・ 66
よかった ・・・・・・・・ 20
ふつう ・・・・・・・・・・ 0
あまりよくなかった ・・・・ 1
無回答 ・・・・・・・・・・ 5

無回答5.4%
あまりよくなかった1.1%

よかった
21.7%

たいへんよかった
71.7%

3.スタッフの対応はいかがでしたか？

たいへんよかった ・・・・ 67
よかった ・・・・・・・・ 17
ふつう ・・・・・・・・・・ 2
あまりよくなかった ・・・・ 0
無回答 ・・・・・・・・・・ 6

無回答 6.5%
ふつう 2.2%

よかった
18.5%

たいへんよかった
72.8%

4.記念Tシャツはいかがでしたか？

たいへんよかった ・・・・ 40
よかった ・・・・・・・・ 34
ふつう ・・・・・・・・・・ 6
あまりよくなかった ・・・・ 0
無回答 ・・・・・・・・・ 12

無回答
13%ふつう

6.5%

よかった
37%

たいへんよかった
43.5%

5.DVDは来年も購入したいですか？

絶対購入する ・・・・・・ 15
購入する ・・・・・・・・ 27
購入しない ・・・・・・・・ 8
どちらでもない ・・・・・ 26
無回答 ・・・・・・・・・ 16

無回答
17.4%

どちらでもない
28.3%

購入しない
8.7%

購入する
29.3%

絶対購入する
16.3%

6.来年もまた参加したいと思いますか？

ぜひ参加したい ・・・・・ 42
まだわからない ・・・・・ 18
参加したいと思わない ・・・ 0
無回答 ・・・・・・・・・ 32

無回答
34.8%

まだわからない
19.6%

ぜひ参加したい
45.7%

7.今後どのようなイベント、ワークショップを開催してほしいですか？

・体操体験（アクロバット）
・体操
・楽しいイベント
・エアロビ、HipHopなどジャンル別の大会
・小学生、中学生、高校生など年齢別大会を開いてほしい
・子供のお手本となるような方をゲストで呼んでほしい
・子供たちが何かに挑戦したくなるようなイベント
・少し評価のつくもの

8.アンケートにお答えいただいた方は？

出演者 ・・・・・・・・・ 29
保護者 ・・・・・・・・・ 34
家族 ・・・・・・・・・・・ 4
友人 ・・・・・・・・・・・ 3
先生 ・・・・・・・・・・・ 1
その他 ・・・・・・・・・・ 3
無回答 ・・・・・・・・・ 18

無回答
19.6%その他

3.3%

先生 1.1%
友人 3.3%
家族 4.3%

保護者
37%

出演者
31.5%



アンケート集計結果②

おわりに
“新春の会”開催にあたり、後援・協賛・協力各社の多大なるご協力をいただき誠にありがとうございました。日頃の努力と成果を

大舞台で披露する子ども達の演技と笑顔は感動をよびました。出演者、保護者の皆様、指導者の皆様、各行政団体・協力企業の皆

様、関係者の皆様にご尽力いただき“新春の会”を成功におさめることができましたこと、心からお礼申し上げます。

当日皆様からいただいたあたたかいお言葉、そしてご意見等を受けとめ来年の“新春の会”は更なる発展を目指して事務局一同邁

進してまいりますので、引き続きご指導のほどよろしくお願いいたします。

9.お気づきの点やご意見がございましたらご自由にご記入ください。

【会場・施設について】
 ・一般席と指定席の区別をつけてほしかったです
 ・会場内が暗過ぎて階段が見えず出入りが危なかった
 ・客席があまりに真っ暗で移動の際にやや危険でした
 ・ロックがかかるロッカーを増やしてほしい 
 ・暖房がききすぎ
 ・素晴らしい会場でしたが拍手の音が伝わりづらかったのが残念です
 ・楽屋が大きい

【販売について】
 ・ライトスティックがあるとよい
 ・食べ物屋さんがもう少しあるとよい
 ・飲み物、食べ物、記念品をふやしてほしい
 ・ベーグルだけじゃなくもっと他の食べ物も増やしてほしい

【内容について】 
 ・子供のイベントなのに終了時刻が遅すぎる。もっと早く始めてほしい。
 ・少々時間が遅いかな？

【感想】
 ・子供たちのキラキラの笑顔が素敵でした。ありがとうございました
 ・とても楽しかったです。抽選会でおもしろい商品があってよかったです。来年もがんばってください
 ・中学校卒業の記念に仲間で参加しました。楽しく踊れてよい思い出になりました
 ・とても素敵な発表会でした
 ・本当に素晴らしいステージをありがとうございました
 ・素晴らしかったです
 ・最後まで皆が残れると良いですね

【その他】
 ・ディズニーキャラクターと一緒に踊りたい
 ・出演料はかからないと良いと思います
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