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実施報告書実施報告書実施報告書実施報告書

主催・運営　　全国こどもチャレンジカップ運営委員会（日本こどもフィットネス協会）



御　　礼御　　礼御　　礼御　　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。

２０１０年３月２０日（土）MWM/日本こどもフィットネス協会主催の全国こどもチャレンジカップ北関東大会に

おきましては、ご後援・ご協賛・ご協力を頂き、誠にありがとうございました。当協会は、日本中の子ども達の“笑顔”と

“元気”のために教育事業の１つとして、本大会を開催しております。文部科学省の推奨する「早寝早起き朝ごはん」

全国協議会の会員としても、子ども達を支援しております。

２１３名の選手と応援者、観戦者などたくさんの方々のご来場を頂き、元気な大会を無事終了致しました。

本大会においてご後援・ご協賛・ご協力を頂きました皆様に心から御礼申し上げます。大会中では御社名を冒頭ならびに

閉会時に読み上げさせて頂き、また当日来場者に配布致しましたプログラムへも掲載させて頂きました。

２００９年度は５月１７日（日）北海道大会をスタートとして北九州大会、東京大会、東関東大会、愛知大会、

南九州大会、関西大会、長野大会、北関東大会と９大会に規模を拡大し展開致します。

すべての大会で多数の来場者が予想されます。

ぜひとも再度のご後援・ご協賛・ご協力等をご検討頂きますようお願い致します。

２０１０年４月吉日

日本こどもフィットネス協会会長

全国こどもチャレンジカップ大会会長

渡辺みどり



実　施　報　告実　施　報　告実　施　報　告実　施　報　告

１．概要１．概要１．概要１．概要

大会名：全国こどもチャレンジカップ　　北関東大会

開催日：２０１０年３月２０日（土）

開催場所：鹿沼フォレストアリーナ
〒３２２－００１７　　栃木県鹿沼市下石川６９４－１
TEL：０２８９－７２－１３００

後援： 栃木県教育委員会　鹿沼市教育委員会

協賛・協力： 　 月刊フィットネスジャーナル　スターワークス株式会社　株式会社LAD　チャコット株式会社
株式会社ギムニク　株式会社サンリオピューロランド　トロップス株式会社AVIA
日本ミルクコミュニティ株式会社メグミルク　
クリスチャンモロージャパン　有限会社フィットベル

（順不同　敬称略）

主催・運営： 全国こどもチャレンジカップ運営委員会（日本こどもフィットネス協会）

大会来場者数：約５５０名（大会役員・審査員・リード・運営スタッフ・大会関係者　含む）

《チャレンジサーキット　参加総選手数　１７２名》
リトル４１名　ジュニア１０７名　ユース２４名
《チャレンジパフォーマンス　エントリー総数２５チーム》
エアロビクス７チーム　ヒップホップ７チーム　アクティビティ９チーム　
《親子キッドビクス部門　エントリー総数２チーム　合計４１名》



２．大会結果２．大会結果２．大会結果２．大会結果

●サーキット部門（個人部門） 総合優勝： 染野 真琴（Y013）

リトル（エアロビクス）リトル（エアロビクス）リトル（エアロビクス）リトル（エアロビクス） ジュニア（エアロビクス）ジュニア（エアロビクス）ジュニア（エアロビクス）ジュニア（エアロビクス） ユース（エアロビクス）ユース（エアロビクス）ユース（エアロビクス）ユース（エアロビクス）
No 氏名 フリガナ No 氏名 フリガナ No 氏名 フリガナ

1位 Ｌ０３４ 山口 慎ノ介 やまぐち しんのすけ 1位 Ｊ１０４ 増田 かをり ますだ かをり 1位 Ｙ００２ 桜井 美輝 さくらい みき
2位 Ｌ０２２ 地引 瞳奈 じびき あいな 2位 Ｊ１０５ 浜田 陽菜 はまだ ひな 2位 Ｙ０１８ 岡野 真依 おかの まい
3位 Ｌ０１９ 石原 菜月 いしはら なづき 3位 Ｊ１０２ 中村 安莉沙 なかむら ありさ 3位 Ｙ０１４ 川口 里紗 かわぐち りさ
4位 Ｌ０４１ 落合 結 おちあい ゆい 4位 Ｊ０６１ 増田 りさこ ますだ りさこ 4位 Ｙ００３ 飛知和 澪 ひちわ みお
5位 Ｌ００３ 中島 万理枝 なかじま まりえ 5位 Ｊ１０１ 高﨑 遥加 たかさき はるか 5位 Ｙ０１５ 飛知和 舞 ひちわ まい
6位 Ｌ０３２ 蛭川 明日花 ひるかわ あすか 6位 Ｊ０５９ 大和田 怜奈 おおわだ れいな 6位 Ｙ０１７ 大見 絢音 おおみ あやね

7位 Ｌ０１５ 鈴木 琉愛 すずき るな 7位 Ｊ０５４ 酒井 りりあ さかい りりあ 7位 Ｙ０１０ 石塚 彩華 いしづか あやか

リトル（ヒップホップ）リトル（ヒップホップ）リトル（ヒップホップ）リトル（ヒップホップ） ジュニア（ヒップホップ）ジュニア（ヒップホップ）ジュニア（ヒップホップ）ジュニア（ヒップホップ） ユース（ヒップホップ）ユース（ヒップホップ）ユース（ヒップホップ）ユース（ヒップホップ）
No 氏名 フリガナ No 氏名 フリガナ No 氏名 フリガナ

1位 Ｌ０２１ 赤池 由衣 あかいけ ゆい 1位 Ｊ０８６ 吉澤 身侑 よしざわ みゆ 1位 Ｙ０２２ 内田 明良 うちだ あきら
2位 Ｌ０２０ 内田 弥櫻 うちだ みお 2位 Ｊ１０７ 高柳 湖大 たかやなぎ こだい 2位 Ｙ０１１ 岩瀬 菜奈 いわせ なな
3位 Ｌ００５ 山室 風雅 やまむろ ふうが 3位 Ｊ１０６ 木崎 実空 きざき みく 3位 Ｙ００８ 峯 くるみ みね くるみ
4位 Ｌ０２３ 本村 美紗希 もとむら みさき 4位 Ｊ０９６ 平塚 輝星 ひらつか きらら 4位 Ｙ０２３ 橋爪 寿美華 はしづめ すみか

5位 Ｌ０１０ 大島 玄詠 おおしま げんえい 5位 Ｊ０９９ 小林 香凜 こばやし かりん 5位 Ｙ０２０ 清水 瑠香 しみず るか
6位 Ｌ００９ 髙橋 奈々 たかはし なな 6位 Ｊ０８９ 岡野 友香 おかの ゆか 6位 Ｙ０１９ 砂盃 さくら いさはい さくら

7位 Ｌ０３７ 高橋 怜愛 たかはし れまな 7位 Ｊ０９５ 中井 慶香 なかい のりか 7位 Ｙ０２４ 浅見 風歌 あさみ ふうか



●パフォーマンス部門（グループ部門）  

エアロビクスエアロビクスエアロビクスエアロビクス
No

1位 7

2位 1

3位 6  

ヒップホップヒップホップヒップホップヒップホップ
No

1位 12

2位 10

3位 13

  

アクティビティアクティビティアクティビティアクティビティ  
No

1位 23

2位 19

3位 20

親子キッドビクス親子キッドビクス親子キッドビクス親子キッドビクス  
No

1位 25

チーム名 フリガナ

ＵＫＯＯ ゆっこ～

ぜすと

チーム名

Fly up jeunesse

The Cheerful

じょいふる HOP

フリガナ

ふらい あっぷ じゅねす

ざ ちあふる

じょいふる ほっぷ

チーム名

COOL STEEZ

aile×blaze

ZEST

じーしー きゅーてぃー

じーしーじゅねす

ちーむ ごーるど じゅねす

フリガナ

くーる すてぃーず

えーるぶれいず

G.C キューティー

G．C． Jeunesse

Team Gold Jeunesse

チーム名 フリガナ



３．チャレンジサーキット入賞者３．チャレンジサーキット入賞者３．チャレンジサーキット入賞者３．チャレンジサーキット入賞者

   
 

総合優勝：染野 真琴（Y013）

チャレンジサーキット

リトル部門エアロビクス

左から２位、１位、３位

チャレンジサーキット

リトル部門ヒップホップ

左から２位、１位、３位

チャレンジサーキット

ジュニア部門エアロビクス

左から２位、１位、３位

チャレンジサーキット

ジュニア部門ヒップホップ

左から２位、１位、３位

チャレンジサーキット

ユース部門エアロビクス

左から２位、１位、３位

チャレンジサーキット

ユース部門ヒップホップ

左から２位、１位、３位

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



４．チャレンジパフォーマンス入賞チーム４．チャレンジパフォーマンス入賞チーム４．チャレンジパフォーマンス入賞チーム４．チャレンジパフォーマンス入賞チーム

    
    

 

 

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

チャレンジパフォーマンス

エアロビクス1位

G.C キューティー

チャレンジパフォーマンス

エアロビクス２位

チャレンジパフォーマンス

エアロビクス3位

チャレンジパフォーマンス

ヒップホップ1位

COOL STEEZ

チャレンジパフォーマンス

ヒップホップ2位

aile×blaze

チャレンジパフォーマンス

ヒップホップ3位

ZEST

チャレンジパフォーマンス

アクティビティ1位

Fly up jeunesse

チャレンジパフォーマンス

アクティビティ2位

The Cheerful

チャレンジパフォーマンス

アクティビティ3位

じょいふる HOP

親子キッドビクス部門

グランプリ

ＵＫＯＯ



５．大会のもよう５．大会のもよう５．大会のもよう５．大会のもよう

集合写真 選手宣誓

メグミルク

チャレンジサーキット

チャレンジパフォーマンス

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

審査員・リードの皆様お楽しみタイムの様子

SEDteam2009キッドビクス デモンストレーション


