
2020/12/03現在

開催地 団体名orイベント名

東京 平成30年度ダンス・表現運動実技研修会

東京 第52回全国女子体育研究大会（東京） JAPEW SUMMER SEMINAR 2018　生涯スポーツコース

東京 第52回全国女子体育研究大会（東京） JAPEW SUMMER SEMINAR 2018　ダンス交流プログラム

東京 第52回全国女子体育研究大会（東京） JAPEW SUMMER SEMINAR 2018

兵庫 全日本高校・大学ダンスフェスティバル（神戸）開会式

徳島 徳島県女子体育連盟講習会

東京
マルベリー東京ＰＣ （ボランティア）
わくわくメンバー（知的障害者）

北海道 ひと・もの・こと・学びの会

埼玉 星槎大学集中授業

東京 第２６回ねりま体操フェスティバル

香川 香川県女子体育連盟主催表現・ダンスサマーセミナー

埼玉 日本リズムムーヴメント指導者協会（12月定例会）

高知
地域芸能祭 さくら座ホールにて
キッズダンス（小学生）

高知
学習発表会のオープニング
ダンスクラブとキッズダンスサークルコラボ

群馬
第５回リズムダンス発表会
 (篠ひとみリズム体操クラブ)

東京 第１０回ウェルカムセンター原まつり（JUNE & SHAP）

埼玉 第５回蕨市洋舞連盟ダンスフェスティバル（セツノ＆サトヨファミリーダンスサークル）

埼玉 JSRMLスタッフ会議

埼玉 JSRML定例会（JSRML会員）

栃木 栃木県立高校体育館（ダンス講習会参加者）

東京 日本教育シューズ学校体育振興連絡協議会（会員）

（公社）日本フォークダンス連盟第４１回全国レクダンス指導者講習会

沖縄 第１３回JAPEWダンスムーブメントセミナー2018in沖縄

沖縄 沖縄サンバ教室

埼玉 Hop Step Camp!（十文字学園女子大学学生）

埼玉 さいたまキッズまつり（ゆるキャラカパル）

東京 狛江リフレッシュ体操同好会

神奈川 健康体操さがみの会

ご参加ご協力いただきました皆さま



開催地 団体名orイベント名

神奈川 フレッシュたちばな

神奈川 あじさい大学健康OBQの会

神奈川 いきいきシルバー教室

神奈川 あじさいサークル

神奈川 楽々トレーニング教室

神奈川 あじさい健康クラブ

神奈川 体操フェスティバルかわさき2018

沖縄 宮城サンバ教室キッズジュニア

沖縄 読谷中央幼稚園

沖縄 かりゆしうるく（やさしいサンバ講座)

沖縄 宮城サンバ教室キッズジュニア

埼玉 JSRML　リーダーズセミナー　リハ

埼玉 JSRML　リーダーズセミナー　本番

全国ダンス・表現運動授業研究会　春季研修会

東京 ラビッツ

愛知 田原市緑花まつり（P-LaBo)

栃木 第36回山田リズム体操クラブリズム体操フェスティバル

栃木 第36回山田リズム体操クラブリズム体操フェスティバル　リハーサル

栃木 佐野市保育職員リズム研修会

岐阜 （社）スポーツリンク白川シニア貯筋クラブ

岐阜 （社）スポーツリンク白川キッズクラス

山口 山口県立宇部総合支援学校中等部

東京 町田市視覚障がい者協会訓練事業

東京 にしみたか学園井口フレンド

香川 香川大学教育学部付属小学校

東京 練馬区初心者エアロビックダンス教室

東京 エアロビックダンスレッスン

東京 リズムステップ＆チェリーズ

千葉 やよい会

千葉 健康クラブ



開催地 団体名orイベント名

千葉 放課後子どもクラブ

千葉 大ちゃん学童

埼玉 フラミンゴ桶川

埼玉 桶川BWH

埼玉 ジュウェル

栃木 山田リズム体操クラブ

北海道 ダンスムーブメントKANNO

健美会kai ayako

栃木 篠ひとみリズム体操クラブ

栃木 子育て支援センターの小学生

栃木 山辺スポーツクラブ

栃木 ジュニアチャレンジクラブ

長野 講習会

長野 第38回輪レク　奄美大島大会

福岡 ウエル戸畑創作発表会

埼玉 所沢健康体操連盟（所沢市健康体操連盟25周年記念健康体操のつどい）

埼玉 JSRML所沢市健康体操連盟25周年記念健康体操のつどい

神奈川 某大学

神奈川県 ダンスセシボン

茨城県 すこやか体操

茨城県 シェイプアップ体操

茨城県 健康体操

埼玉県 健康体操クラブ

埼玉県 健康体操さくら

埼玉県 健康体操ひまわり

埼玉県 健康体操動楽会

埼玉県 健康体操コスモス

埼玉県 ダンスムーブメント

埼玉県 練功

埼玉県 健康体操クラブなでしこ



開催地 団体名orイベント名

愛知県 P-LaBo

埼玉県 PSY

大阪府 高野山×DANCE Project大阪　（滝山隆心さま）

新潟県 フィットネスダンスフェスティバルin新潟

新潟県 新潟県女子体育連盟

青春系ダンスユニット〇～まる～

埼玉県 十文字学園女子大学　健康栄養学科

静岡県 富士ダンス」ムーブメント

P-LaBo

東京都 東京都女子体育連盟

東京都 藤田舞踊研究所

静岡県 静岡産業大学学生

埼玉県 埼玉県女子体育連盟研修会

神奈川県 厚木看護専門学校学生

神奈川県 人間中心の教育を現実化する会

東京都 品川シャープ

東京都 品川シャープ（きゅりあん出場の為）

東京都 スタジオリンダンス部

東京都 AFD

東京都 50’HU

兵庫県 全国高校・大学ダンスフェスティバル

東京都 楽々ボール体操

沖縄県 玉城小学校2年生（運動会にて）

日本女子体育大学・大学院同窓会松徳会セミナー交流会

東京都 JAPEW SUMMER SEMINER 2019 復習時間

東京都 JAPEW SUMMER SEMINER 2019

東京都 かっちけねぇ’ｓ

東京都 SSC

東京都 健康リズム

東京都 石神井ヘルシーダンス



開催地 団体名orイベント名

愛知県 AJC/第35回健康体操の集い及び練習

品川区 第１０回ウェルカムセンター原まつり（JUNE & SHAP）＆練習

品川区 品川リズムムーブメント研究会

岡山県 ダンスグループローズ

愛知県 P-Labo

栃木県
足利市ジュニアチャレンジクラブ
足利チアリーディングクラブ

岐阜県 ふれあい垂井ピア2019/総合型地域クラブLet'sたるい

栃木県 足利市フェスティバルinみえ/ハッピースマイル

栃木県 足利市山辺地区公民館文化祭/山辺スポーツクラブ健康体操チーム

広島県 広島県女子体育連盟/第27回ひろしまダンスフェスティバル

東京都 目黒区立東根小学校2年生

茨城県 桜川市生き生きサロンリクリエーション大会

埼玉県 ことりVer.DL

埼玉県 ことりVer.出演者

東京都 ＤＦ2020　参加者/フリーダンス

東京都 ことりVer.出演者/DF2020ダンスアドベンチャー（前日練習＆本番）

東京都 花小よさこい　花笑/DF2020ダンスアドベンチャー（練習＆本番）

東京都 DF2020ダンスアドベンチャーフィナーレ（参加者全員）

埼玉県 エンジョイ体操WITH

埼玉県 いきいきクラブ

赤羽P-dance☆

栃木県 栃木県南部支部ダンス部

レクダンスカンパニー

愛知県 ハローフレンズイノア

愛知県 ハローフレンズイノアリーダーあじさいグループ　本番＆練習

愛知県 イノアリーダーチームM

愛知県 イノアのダンス体操夜クラス

愛知県 イノアのダンス体操昼クラス

愛知県 イノアのアンダー５０クラス

愛知県 ハローフレンズ イノア　菜の花クラブかぎや



開催地 団体名orイベント名

東京都 東京成徳大学ダンス同好会

愛知県 イノア三ツ池市民館

愛知県 イノアリズム水曜日クラス

愛知県 イノアジャズ体操クラス

愛知県 イノアオリジナル振付ダンス体操夜クラス

愛知県 イノア基本日曜日クラス

愛知県 イノア木曜日夜クラス

愛知県 イノアハローフレンズ枇杷島

愛知県 イノアリズム金曜日

愛知県 イノアオリジナルダンス昼

愛知県 イノアリズム土曜日１

愛知県 イノアリズム土曜日2

愛知県 イノアリズム月曜日１

愛知県 イノアリズム月曜日2

愛知県 イノアリズム火曜日クラス

愛知県 イノア基本火曜日クラス

愛知県 イノア発展クラス

東京都 未来世代の卒論発表会

埼玉県 十文字学園女子大学　前期後期授業

東京都 専修大学

東京都 教育シューズ

埼玉県 十文字キャリアプログラム


