
全国こどもチャレンジカップ第5回全国大会　出場チーム決定【チャレンンジパフォーマンスの部】2010.5.13時点

チーム名 代表指導者 公認クラブ チーム名 代表指導者 公認クラブ チーム名 代表指導者 公認クラブ

グリーンＨＯＰ　ＭＩＸ 加藤 真由美 Red Heart 赤阪 由合香 STAMP 有川 真理野

キューティーＨＯＰ　ＷＥＳＴ 加藤 真由美 Red Lily 赤阪 由合香 NAジュニアU☆A＆D 伊賀 春乃

グリーンＨＯＰ　ＳＡＴ 加藤 真由美 Red　K2 赤阪 由合香 ジキルハイド 内田 和代

G.CチョッパーズJr. 神尾 直子 ジムナ Red breaker 赤阪 由合香 K-kids☆miracle ship 春日 絵理加

G.C キューティー 神尾 直子 ジムナ MK15 有川 真理野 K-kids☆FASCINATE 春日 絵理加

G．C． Jeunesse 神尾 直子 ジムナ THE ALLS 有川 真理野 K-kids ☆ FRISK 春日 絵理加

MAD・Smile pop 上村 裕子 舞遊人 CLOWNS 飯森 英夫 Ｓ．Ｋ．Ｃ　跳職隊 片見 惠子

レインボーガールズ 上村 裕子 舞遊人Ⅶ☆ 飯森 英夫 The Cheerful 加藤 八千代

G.Max.Beat 小林貴美子 Freak 池田 祥子 じょいふる HOP 加藤 真由美

FINE SPARKLE 小林貴美子 ZEST 池田 祥子 ラブリーＨＯＰ 加藤 真由美

プライド・オブ・AEKA 杉浦 綾乃 AEリトルキッズ aile Lockers 岩佐 忠輔 WE LOVE BANA～NA♡ 加藤 真由美

AEKA・ネクストジェネレーション 杉浦 綾乃 AEリトルキッズ aile×blaze 岩佐 忠輔 キャンディーBOX 加藤 聖美

TKCサニーズ 杉浦 照枝 てるてるKids Club COOL STEEZ 落合 祐司 筋肉少女隊 神尾 直子 ジムナ

エンジェル キッズ 園田 知子 K-kids☆COOL RUSH 春日 絵理加 MAD・SAKURA 上村 裕子

ニューステップアップ 沼尻 祐子 ＧＨＳ ポップコーン 神尾 直子 ジムナ Pretious Memories・Y 川上 有子

Girl's Beat 根岸　葉子 MAD･Dream Girls 上村 裕子 AE・ラブ＆ピース 杉浦 綾乃 AEリトルキッズ

エニー　ガールズ 畠中 久美 J-MAX 川邊 知章 スイングパワーTOレジェンド 杉浦 照枝 てるてるKids Club

キャンディー ジュネス 日吉 朋美 K4-GT 川邊 知章 ＤＣ エンジェル 園田 知子

Team Gold Jeunesse 日吉 朋美 Rize 小園 幸 B-UP・チアーズ 高橋 千恵子

ロイキッズ 水野 博美 LCLチーム　Maximum Grade 小園 幸 B B i T 竹内 敬衣子

A・K grow　5 宮田 真里枝 T Rida 杉浦 照枝 てるてるKids Club シェイプアップ　ジュニア 竹内 世津子

A・K cute　5 宮田 真里枝 Shooting Star 竹内 敬衣子 Y’pep 沼尻 祐子

A・K ジャングル Beat4 宮田 真里枝 74 竹内 敬衣子 エスティーロ　A．C 伴 尚実

０１ HAPPY GIRLS 四元　千波 KOOL-G-GAL'S 根岸　葉子 Fly up jeunesse 日吉 朋美

FF　ACB　MAX 渡辺 みどり FF　CLUB DENENCHOFU Rainbow　Bubbles 山村 映子 スマイリングゥ～ 日吉 朋美

FF　ACIS 渡辺 みどり FF　CLUB DENENCHOFU MIYUKids BLACKSTARS 和田 みゆき Pop'n Girls 日吉 朋美

MIYUKids BLACKSTARS★ 和田 みゆき アクティブ キッズ 宮田 真里枝

MADUCK 渡辺 久美子 MIYUkids Bommberず’08 和田 みゆき

Flying MIYUkids 和田 みゆき

FF　GBG 渡辺 みどり FF　CLUB DENENCHOFU

※上記は出場チーム順ではございません。代表指導者の五十音順です。(敬称略）

エアロビクス ヒップホップ アクティビティ


