
　　

2011年2月19日(土）10:00start

大宮武道館
〒337-0052さいたま市見沼区堀崎町12-36 

タイムテーブル １０：００ 開会式

１０：１５ 第一部(ダンスパフォーマンス部門)

★ 今年より第３部フライト部門の年齢区分が変わりました。ご確認ください。

★ 増設の第４部仮装パフォーマンス部門の詳細は別紙に記載しております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2011年2月19日(土）10:00start

大宮武道館
〒337-0052さいたま市見沼区堀崎町12-36 

□ 主 催 埼玉県エアロビック連盟

□ 後 援 社団法人日本エアロビック連盟

□ 特別協賛 ㈱ミズノ

□ 協 賛 ㈱スポーツジュエン ㈱ウェザーコーポレーション

㈱明治乳業 ㈱AFAA JAPAN  

タイムテーブル １０：００ 開会式

１０：１５ 第一部(ダンスパフォーマンス部門)

１１：２５ 第二部(エアロビックチームチャレンジ部門)

１２：４０ Ｄａｎｃｅ Ｆａｎ Ｃｌａｓｓ(有料)

１３：３０ 第一・第二部表彰式

１４：００ 第三部(フライト部門予選)

１５：４０ 休憩

１６：００ 第三部(フライト部門決勝)

１７：３０ 第四部(仮装パフォーマンス部門)

１８：１５ 第五部(無料レッスン)

１９：００ 第三・四部表彰式

※時間は変更になることがあります

NEW

★ 今年より第３部フライト部門の年齢区分が変わりました。ご確認ください。

★ 増設の第４部仮装パフォーマンス部門の詳細は別紙に記載しております。
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●DANCE FUN CLASS

●第３部 フライト部門

TAKAYUKI ( KAMUI )

JAPAN DANCE DELIGHT Vol.7”優勝。その後、女

性ボーカリストを迎え"KAMUI”としてメジャーデ

ビュー。アルバムを次々とリリースし、イベント、ワン

マンLIVE開催など様々なシーンで活躍中

●

野村健一郎
ミズノ（株）アドバイザリースタッフ

ライフスポーツＫＴＶ所属

グランスポール アドバイザー

大塚製薬アミノバリュー契約プロスタッフ

GRAVITYマスタートレーナー

ＦＴＰピラティスマスタートレーナー

●DANCE FUN CLASS

大会委員長

菊池 孝

●第３部 フライト部門

松澤泉美

ミズノ（株）アドバイザリースタッフ

日本エアロビック連盟テクニカルアドバイザー

AER☆STER オフィシャルプレゼンター

A・E・C・インストラクターアカデミー講師

０２’スズキワールドカップ トリオ２位

TAKAYUKI ( KAMUI )

JAPAN DANCE DELIGHT Vol.7”優勝。その後、女

性ボーカリストを迎え"KAMUI”としてメジャーデ

ビュー。アルバムを次々とリリースし、イベント、ワン

マンLIVE開催など様々なシーンで活躍中

～大会委員長 挨拶～

「第16回彩の国さいたまレインボーカップ2011」に多くの皆様のご参加をいただきまして開

催できますことを、主催者を代表いたしまして心から感謝申し上げます。

この大会はエアロビックやヒップホップダンス愛好者の皆様に日頃の練習成果を発揮して

いただく場として、さまざまな部門を用意しております。小さなお子様からご高齢の方まで、ま

た初心者から上級者まで幅広い層の方々により楽しんで頂けるようになりました。今後とも

多くの方にリズミカルに身体を躍動する喜びを楽しんで頂けるよう、より良い大会作りに励ん

でいく所存でございます。

最後になりましたが、本日ご参加の皆様が練習の成果を存分に発揮されますとともに、本

大会が無事に、かつ成功裏に終了いたしますことを祈念いたしまして挨拶とさせて頂きます。

●第３部 フライト部門
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GRAVITYマスタートレーナー

ＦＴＰピラティスマスタートレーナー

BOSUマスタートレーナー

BAILA BAILAブロンズトレーナー

Bones for Life

ボディポテンシャル協会理事
WORLD AEROBIC CHAMPION
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内容 時間

●●●●第第第第２２２２部部部部エアロビックチームチャレンジ(エアロビックチームチャレンジ(エアロビックチームチャレンジ(エアロビックチームチャレンジ(構成人数構成人数構成人数構成人数３３３３名以上名以上名以上名以上））））
　　　　参加年齢　2011年　2月19日現在

内容 時間

1分半

必修動作

含む

2分

　　但し、身体の向き・移動の変化は自由とする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　★★★★ＤＡＮＣＥ　ＦＵＮ　ＣＬＡＳＳ　(ＤＡＮＣＥ　ＦＵＮ　ＣＬＡＳＳ　(ＤＡＮＣＥ　ＦＵＮ　ＣＬＡＳＳ　(ＤＡＮＣＥ　ＦＵＮ　ＣＬＡＳＳ　(当日受付当日受付当日受付当日受付　　　　表彰表彰表彰表彰ありありありあり　　　　４５４５４５４５分)分)分)分)

区分

●●●●第第第第３３３３部部部部フライトフライトフライトフライト

部　門

区分

区分

１１１１：：：：ジャンピングジャックジャンピングジャックジャンピングジャックジャンピングジャック（（（（ﾁｬﾚﾝｼﾞはﾁｬﾚﾝｼﾞはﾁｬﾚﾝｼﾞはﾁｬﾚﾝｼﾞは移動移動移動移動をををを含含含含むむむむ）　）　）　）　２２２２：：：：キックキックキックキック（（（（ﾁｬﾚﾝｼﾞはﾁｬﾚﾝｼﾞはﾁｬﾚﾝｼﾞはﾁｬﾚﾝｼﾞは腰腰腰腰のののの高高高高ささささ以上以上以上以上）　）　）　）　

　【必修動作】下記の動作を演技中にメンバーメンバーメンバーメンバー全員全員全員全員がががが同同同同じタイミングでじタイミングでじタイミングでじタイミングで４４４４回連続回連続回連続回連続しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない。

３３３３：：：：プッシュアッププッシュアッププッシュアッププッシュアップ（（（（ﾁｬﾚﾝｼﾞはﾁｬﾚﾝｼﾞはﾁｬﾚﾝｼﾞはﾁｬﾚﾝｼﾞは伸脚伸脚伸脚伸脚でででで実施実施実施実施））））

一般チャレンジ

今年は、エアロビックチャンピオン達が送る、ＡＥＲ☆ＳＴEＲを無料で体験出来ます！是非ご参加ください！

LEADERS　　　　野村健一郎　　　　松澤泉美

AER☆STAR 体験バージョン どなたでも 200人 無料

●●●●第5部 第5部 第5部 第5部 AER☆STER AER☆STER AER☆STER AER☆STER 体験体験体験体験バージョンバージョンバージョンバージョン　　　　(エアロビック(エアロビック(エアロビック(エアロビック無料無料無料無料レッスン)レッスン)レッスン)レッスン)(４５(４５(４５(４５分)分)分)分)

部　門 年　齢 募集人数 参加費

１７歳以上

参加費募集人数

区　分 年　齢 募集人数 参加費

部　門 年　齢

￥５００－

　　　　　　参加年齢　2011年　2月19日現在

部　門 募集チーム数 対象年齢 参加費(１名あたり)

４０人

U-10

LEADER 　　　　 TAKAYUKI ( KAMUI )

１０歳以下 ５０人
フライト

AG2 １４～１６歳 ２０人

マスターズ　2　男/女 ５5歳以上

２０／４０人

￥2.000-
ユースチャレンジ

～
一般エンジョイ

各5チーム 中学生以上 ￥3.000-

ユースエンジョイ
各10チーム 幼児～小学生

ＤＡＮＣＥ　ＦＵＮ　ＣＬＡＳＳ

￥3.500-マスターズ　1　男/女 ４５～５4歳

一般　男/女

￥2.500-AG1

●●●●第第第第１１１１部部部部ダンスパフォーマンスダンスパフォーマンスダンスパフォーマンスダンスパフォーマンス（（（（構成人数構成人数構成人数構成人数３３３３名以上名以上名以上名以上））））

部　門 募集チーム数 対象年齢 参加費(１名あたり)

一　般 中学生以上 ￥3.000-
２分以内

￥2.000-ユース

参加費(１名あたり)

＊対象年齢を必ずお守りください。

各１５チーム
幼児～小学生

自由

LEADERS　　　　野村健一郎　　　　松澤泉美

どなたでも 200人

１１～１３歳

●●●●第4部 仮装第4部 仮装第4部 仮装第4部 仮装パフォーマンスパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンス部門部門部門部門

部　門 年　齢

今年から新たに増設！仮装しながらパフォーマンス。(詳細別紙参照)

仮装パフォーマンス部門 １７歳以上 10チーム ￥3.000-

募集チーム



　●お申し込み方法

    ＊今年より郵送のみのお申し込みになります。

　　　　　　　　　専用の申し込み用紙に必要事項を明記し、下記の住所に郵送してください。

　　　　　　　　　郵送後一週間以内に指定の口座に参加費(表参照)をお振込みください。

 　 　   ご入金確認後、参加証を郵送いたします。

　●お申し込み期間　　平成22年12月27日～平成23年　1月31日迄

◆振込み口座◆

埼玉りそな銀行 西川口支店

(普) ４０９６３８１

埼玉県エアロビック連盟

●お申し込みお問い合わせ先

●お知らせ

今年より仮装パフォーマンス部門が増設されました。詳細は次の通りです。

● テーマを決めて、それに沿った仮装をお願いします。

● 曲のジャンルは問いませんが、２分以内で構成してください。

● 人数は3人以上～ 参加年齢は１７歳以上でお願いします。

● インストラクターの参加ＯＫです。

● 審査内容は ・仮装完成度 ・パフォーマンス ・独創性 ・楽しさ ・観客の反応など

とにかく、自分も友達も他人も、会場全体で楽しみましょう。

　　ケース本体に出場部門・チーム名を明記し当日受付に音源チェックシートと一緒にお出しください。

　　（CDは読み込まない場合があります、サブのテープ音源の用意推奨。）

7．第１部　DANCE FUN　CLASS　は当日申し込みになります。

６．.カメラ・ＶＴＲの撮影は許可が必要です。当日撮影許可申請をしていただきます。(受付にて)

　●ご注意

５．会場の広さに制限があり当日申し込みがない場合があります。お早めのお申し込み推奨。

１．当日の怪我については主催者側が応急処置を行いますが、その後の責任は負いかねます。

２．納入頂いた参加費等は、ご返金出来ませんのでご了承ください。

３．インストラクターはエアロビックチームチャレンジの出場は不可です。

４．第1・2・4部の仕様音源はカセットテープかCDでお願いします。
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埼玉りそな銀行 西川口支店

(普) ４０９６３８１

埼玉県エアロビック連盟

●お申し込みお問い合わせ先

埼玉県エアロビック連盟

〒３３７ー００２６

埼玉県さいたま市見沼区染谷1-277-3

TEL 080-2070-1998      ﾒｰﾙ saf-1998@live.jp
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