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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２月２８日（日）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長野大会に

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。

３３２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３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　　長野大会

開催日：２０１０年２月２８日（日）

開催場所：松本市総合体育館
〒390-0801 松本市美須々5-1　

TEL　0263-32-1818

後援： 松本市教育委員会

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
㈲穂高総合印刷所

（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８５０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　３３２名》
リトル７１名　ジュニア１９９名　ユース６２名
《チャレンジパフォーマンス　エントリー総数３６チーム》
エアロビクス５チーム　ヒップホップ１３チーム　アクティビティ１８チーム　



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：松原 咲李（Y040）

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 L040 堀田 真菜 ほりた まな 1位 J179 寺澤 佳奈 てらさわ かな 1位 Y055 笠間 千裕 かさま ちひろ

2位 L031 藤谷 璃水 ふじたに りみ 2位 J037 藤谷 瑠菜 ふじたに るな 2位 Y016 大久保 真優 おおくぼ まゆ

3位 L039 山本 紗菜 やまもと さな 3位 J138 神尾 舞 かみお まい 3位 Y056 福森 由佳 ふくもり ゆか
4位 L049 山本 花歩 やまもと かほ 4位 J177 中島 綺花 なかしま あやか 4位 Y046 森 紀実子 もり きみこ
5位 L027 古谷田 虹羽 こやた にじは 5位 J147 山本 愛 やまもと あい 5位 Y057 藤原 美奈 ふじわら みな

6位 L020 守屋 有彩 もりや ありさ 6位 J136 高田 珠卯 たかだ みう 6位 Y041 杉浦 羽生 すぎうら うい
7位 L030 渡辺 るな わたなべ るな 7位 J083 金子 愛果 かねこ あいか 7位 Y007 松島 朱里 まつしま あかり

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 L047 登内 美咲 とのうち みさき 1位 J082 金森 佑奈 かなもり ゆうな 1位 Y035 藤田 宝樹 ふじた よしき
2位 L046 時田 莉緒 ときた りお 2位 J132 吉澤 身侑 よしざわ みゆ 2位 Y051 丸山 夢乃 まるやま ゆめの

3位 L045 都志 まどか つし まどか 3位 J125 小林 葵 こばやし あおい 3位 Y034 梅田 秋希 うめだ あき
4位 L041 池上 桃花 いけがみ ももか 4位 J112 横山 瑛津 よこやま あきつ 4位 Y062 越場 聡理 こしば さとり
5位 L028 原 怜菜 はら れいな 5位 J149 平出 沙和 ひらいで さわ 5位 Y058 掛川 鈴月 かけがわ すづき

6位 L042 上田 朋花 うえだ ほのか 6位 J061 上地 唯加 うえち ゆいか 6位 Y028 酒井 麻菜美 さかい まなみ

7位 L019 三ッ井 さくら みつい さくら 7位 J130 宮﨑 沙耶香 みやざき さやか 7位 Y052 篁 龍二 たかむら りゅうじ



●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 4

2位 5

3位 3  

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 18

2位 11

3位 14

  

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 25

2位 35

3位 36

スタジオDo☆ブラッシュフォース

TKCサニーズ

ロイキッズ

チーム名 フリガナ

チーム名
舞遊人 CLOWNS

74

Shooting Star

すたじおどぅー ぶらっしゅふぉーす

てぃけぃしぃ さにーず

ろいきっず

フリガナ
ぶゆうじん くらうんず

せぶんてぃふぉ

しゅーてぃんぐ すたー

チーム名
K-kids ☆ FRISK

B B i T

スイングパワーTOレジェンド

フリガナ
けーきっず ふりすく

びびっと

すいんぐぱわーとぅーれじぇんど



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： 松原 咲李（Ｙ０６９）

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

スタジオDo☆ブラッシュフォース

チャレンジパフォーマンス

エアロビクス２位

TKCサニーズ

チャレンジパフォーマンス

エアロビクス3位

ロイキッズ

チャレンジパフォーマンス

ヒップホップ1位

舞遊人 CLOWNS

チャレンジパフォーマンス

ヒップホップ2位

74

チャレンジパフォーマンス

ヒップホップ3位

Shooting Star

チャレンジパフォーマンス

アクティビティ1位

K-kids ☆ FRISK

チャレンジパフォーマンス

アクティビティ2位

B B i T

チャレンジパフォーマンス

アクティビティ3位

スイングパワーTOレジェンド



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 バナー のぼり

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PC賞 配布の様子


