
Ⅰ部エントリーチーム

活動地域 団体名 チーム名 チーム紹介コメント

宮城県 宮城教育大学 チアリーダー部 SMILAX
こんにちは！SMILAXです！新しくなったユニフォームに
負けないくらい力強く、フレッシュなパフォーマンスをし
たいと思います！Go,SMILAX!

岩手県 チアダンスサークルShinys team_Glitters

チアダンスサークルShinys★teamGlittersです。「誰しも
完璧じゃない、ミスをしてもできるまで何度でも」という
歌詞の通り、苦戦しながらも練習を重ね作り上げた私たち
のパフォーマンスをお楽しみください！

岩手県 チアダンスサークルShinys team_Twinkles

チアダンスサークルShinys、teamTwinklesです。岩手沿岸
を支える三陸鉄道が3月に全線開通したことをうけて、地元
岩手を更に盛り上げるために練習してきたダンスです。岩
手の元気をお届けします！

福島県 クラップス クラップス小名浜チアリーダーズ

皆さん、こんにちは！クラップス小名浜チアリーダーズで
す。私達は私達の住む街で、頑張る人達に笑顔と元気を届
ける活動をしています。私達は去年、一昨年と東北チア
フェスに参加しており今年で３回目となります。去年より
もメンバーが増え、さらにパワーアップした小名浜チームの
パフォーマンスをお楽しみください。東北の皆さんに笑顔
と元気をお届けできるよう今年も精一杯踊ります！

宮城県 仙台西多賀シダックスカルチャークラブ S- girl's

仙台市内のカルチャークラブにて日々レッスンに励んでい
ます、チアダンス大好き6人です！チアフェスティバルに出
演できる事を楽しみにしてきました！今日は元気いっぱ
い、ノリノリで頑張ります！

福島県 クラップス クラップスいわきチアリーダーズ

私たちは、福島県いわき市を中心に、地域の皆さんに笑顔
と元気を届ける活動をしています！今年は小学2年生から中
学2年生までの10名で、このゼビオアリーナを盛り上げま
すので、手拍子での応援よろしくお願います！

福島県 クラップス クラップス相馬チアリーダーズ

私たちCLAPSそうまチアリーダーズは福島県相馬市を中心
に、地元の皆さんに元気と笑顔を届けるために活動してい
ます。チアフェスで毎年、皆さんから頂く暖かい声援が私
たちの勇気と元気の源になっています。

福島県 クラップス クラップス福島チアリーダーズ

「大好きな地元福島」に根差した「地域の応援団」として
活動するとにかく元気一杯のチームです。元気と笑顔を届
ける為に、慰問活動や各イベントに参加させて頂いていま
す。 新しいメンバーも迎えて更にフレッシュなチームにな
りました。ご覧になる皆さんに、元気と笑顔が届くよう精
一杯のパフォーマンスをお送りしたいと思います。

岩手県 岩手ビッグブルズアカデミー　チアコース 岩手ビッグブルズアカデミー　チアコース

私たちは岩手ビッグブルズの試合会場をビッグブルズチアと
一緒に盛り上げている、ビッグブルズアカデミー　チアコー
スです。現在は４～１５歳の約２０名で活動しています。東
北チアフェスに向けてたくさん練習を頑張りました！笑顔
で元気いっぱい踊ります。よろしくお願いします。

宮城県 M's one fresh Batonschool M's one fresh Batonschool

こんにちは！私たちは愛子、落合付近で楽しくバトンレッ
スンに励んでいます。 今回初めての参加になりますが5歳か
ら11歳のメンバーで楽しく演技したいと思います。 そして
これからも仲間と共に東北の笑顔と元気を発信できるよう
活動していきたいです！

宮城県 team rebloom team rebloom

今回初めて参加させていただきます。今は社会人や母親に
なって体は随分動かなくなりましたがバトンが好きな気持
ちは変わりません。学生時代一緒に汗をながした仲間たち
と再び踊れることに感謝して今日は楽しく演技したいと思
います！
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山形県 ワイヴァンズチアアカデミー チームヴァイオレット

プロバスケットボールチームパスラボ山形ワイヴァンズのチ
アアカデミーでは、将来のワイヴァンズチアリーダーを目
指し、山形ワイヴァンズのホームゲームや山形県内のイベン
トに数多く出演しています。ワイヴァンズチアアカデミーの
チアスピリット「Smile・Positive・kind」を掲げ、チーム
や山形を盛り上げるために活動しています。会場に笑顔の
Passを届けられるように頑張ります☆Go！
WYVERNS！！

宮城県 Cheer Up Miyagi  BATON TEAM Cheer Up Miyagi  BATON TEAM

石巻を拠点に活動しています。バトンを通して、努力の先に
ある達成感と、一致団結するチーム力の大切さを学んでい
ます。大好きな仲間とこんな素敵なステージに立てること
を大変嬉しく思います。いつも支えてくれている家族に感謝
の気持ちを伝える演技ができるよう、今日は頑張りま
す！！

宮城県 Smile for YAMAMOTO &  Goodすぽーつ東松島 Smile for YAMAMOTO &  Goodすぽーつ東松島

年齢もチアダンスもひよっこの私たち。山元町と東松島か
らやってきました！！普段はバラバラで練習しているの
で、今日はぶっつけ本番です！！さてさてどうなるかお楽
しみです。 可愛いコスチュームを着て、ポンポンを持って
笑顔で元気に踊れば、周りも元気に笑顔になるのがチアダ
ンスの力！これからも周りを元気に笑顔にできるよう山元
町、東松島で頑張ります。

宮城県 Kyoko Cheer Dance Place  YAMAMOTO Kyoko Cheer Dance Place  YAMAMOTO

震災後、亘理・山元町でチアダンスを始め、地元で活動し
たりこうして仙台で演技させていただいたり、様々な場面
でチアダンスと共に亘理・山元町の元気を全国に発信して
います。亘理・山元町には、たくさんの魅力があります。
是非一度は、亘理・山元町に足を運んでみてください
ね！！

山形県 Songleading&DanceFamily YAMAGATA Jr.

皆さんこんにちは私たちはSongleading&DanceFamily
YAMAGATA Jr.ですチアダンス が大好きな小学3年生～中
学生のメンバーで練習を頑張っています本日は皆さんを笑
顔にできるように心を込めて踊りますGo!SDF YAMAGATA
Jr.!

宮城県 Smile for OCHIAI Smile for OCHIAI

チアダンスを始めて間もない私たちですが、こんな大きな
舞台で踊れることにドキドキワクワクです！！  今日は四人
で楽しく元気いっぱい踊ります。いつも応援してくれている
家族のみんなから誉めてもらえますように。笑 私たちと一
緒にチアダンスを楽しむ仲間が増えると嬉しいです。落合市
民センターに是非見学にお越しください。

宮城県 楽天イーグルスチアリーディングスクール PEARL

みなさんこんにちは！元気いっぱいパールクラスです。私
たちは小学1-2年生の計18名で活動しています。今日は初
めての大舞台☆キラキラ輝く舞台でドキドキしますが、緊
張を笑顔に変えて、元気いっぱいのパフォーマンスをしま
す！みなさんぜひ手拍子で一緒に盛り上がってください！
チームワークナンバー１☆スクール代表パールクラス！今日
は小さな天使たちが楽天生命パーク宮城を飛び出し、チア
フェスの舞台に羽ばたきます！

福島県 クラップス ふくしまチアリーディングスクール

ふくしまチアリーディングスクールは福島県内4ヶ所で活動
し、チアやダンスに楽しくチャレンジする事ができるス
クールです。活気がありメンバー同士とても仲が良いチーム
です。東北チアフェスティバルは3回目の参加となりますが
今回初めて参加するメンバーもいるので、みんなで力を合
わせて頑張ります！
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宮城県 Kyoko Cheer Dance Place SHICHIGAHAMA Kyoko Cheer Dance Place SHICHIGAHAMA

今年もチアフェスに出たい！と熱望し少人数ではあります
が、出演させていただきます！！ チアが大好きな人が集ま
る東北チアフェスティバル！今年もゼビオアリーナで演技
させていただけることに感動と感謝です。 私たちもチアが
大好きという気持ちが伝わるよう今日は頑張ります！！ i

宮城県 Jewel Baton Team Jewel Baton Team

こんにちは！ジュエルバトンチームです。今回は高校生以上
のメンバーで演技します。年齢も学校も異なる為全員で合わ
せる事が難しく不安でしたが、一人一人一つの目標に向
かって頑張ってきました。集まった時は質の良い練習を心
がけお互いの絆を深めてきました。今日はバトンが大好き
な気持ちを心に楽しんで踊りたいと思います。ご声援よろ
しくお願いいたします。

山形県 マイ・スポーツひがしね ジュニアチアダンス教室 ハイクラス

私たちは、マイ・スポーツひがしね ジュニアチアダンス教
室ハイクラスです。普段は地域のお祭りやイベントに参加し
ています。大きな会場で踊るのを楽しみにしていました。
笑顔で元気に踊ります！

山形県 マイ・スポーツひがしね ジュニアチアダンス教室 ジュニアクラス

私たちは、マイ・スポーツひがしね ジュニアチアダンス教
室ジュニアクラスです。普段は地域のお祭りやイベントに参
加しています。本番ではチーム全員で心を一つに精一杯演
技します！

山形県 チアダンスクラブShooting☆Stars HAPPY

こんにちは！チアダンスクラブShooting☆Stars　チーム
Happyです。私たちは、山形県鶴岡市からやってきまし
た。今回、東北チアフェスティバル初参加です！大きな舞
台で踊るのも楽しみ！チアを楽しむたくさんの仲間と会え
るのも楽しみ！今日は、思いっきり仲間と楽しみま
す！！！会場の皆さんも私たちのダンスを楽しんでくださ
い！！！

山形県 チアダンスクラブShooting☆Stars BEANS

こんにちは！チアダンスクラブShooting☆Starsチーム
BEANSです。私たちS☆Sは、山形県鶴岡市で活動している
チームで、地域のイベント参加や全国大会出場などそれぞれ
のクラスでチアを楽しんでいます。今日は、東北チアフェ
スティバル初出場です。チアを始めたばかりの仲間もいま
すが、今日は、みんなでこの舞台を楽しみます！皆さん、
応援よろしくお願い致します！

宮城県 TCAアカデミー 89ERSチアーズ・ジュニアチーム

みなさんこんにちは。89ERSチアーズ・ジュニアチームで
す。普段はメンバーそれぞれ違うクラスに所属し、チアダン
スだけではなく、ヒップホップやチアリーディング、バトン
トワーリングや競技チアといった様々なジャンルの練習を
しています。今回はそんな私達だからこそできる、私達らし
いパフォーマンスをお届けします！是非お楽しみください
☆

宮城県 クラップス クラップス利府チアリーダーズ

私達が活動している利府町は宮城県の南北ほぼ中心に位置
する町です！ 宮城県の中心から笑顔と元気をたくさんの
方々に広げていけるよう日々の練習に励んでいます！ 今日
は私達、クラップス利府チアリーダーズから笑顔と元気のお
裾分けです！ 是非ご覧下さい！

宮城県 クラップス クラップス仙台・泉チアリーダーズ

私達クラップス仙台・泉チアリーダーズは旭ヶ丘と泉で活動
をしているチームです！ 今回は2チーム合同でパフォーマン
スを披露します！ 新メンバーが多いチームですが、今私達
に出来る最高のパフォーマンスを是非ご覧ください！ みな
さん、私達と一緒に盛り上がっていきましょう！
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宮城県 クラップス クラップス南チアリーダーズ

私達は、ここゼビオアリーナ仙台がある太白区を中心に活
動しています。 私達が活動する大好きなこの町に、たくさ
んのチアリーダー・ダンサーが集合し、 笑顔溢れる時間を
過ごせることを嬉しく思っています。 今日はそんな地元愛
も込め、ここにいるみなさんが明日からまた何かを頑張れ
るよう、応援の気持ちを込めて踊ります！ 是非一緒に手拍
子よろしくお願いします！

宮城県 クラップス クラップス新田チアリーダーズ

私達の今年度のチーム目標は、更なるレベルアップをする
こと・そしていつでも素敵なチアリーダー！です。 素敵な
チアリーダーとは何か考え、いつでもそれでいるというこ
とを目標にしており、 普段から周りを元気づけられる、そ
んな存在を目指しています。 今日はたくさんのチアリー
ダー・ダンサーから元気を 貰いながら、私たちもそれ以上
の元気をみなさんに届けたいと思います！！是非お楽しみ
ください☆

福島県 福島ファイヤーボンズチアダンススクール Jr.NextCheerleaders

皆さん初めまして！福島ファイヤーボンズチアダンススクー
ルからセレクションを通過したJr.NextCheerleaders2期メ
ンバー15名です！今日で2期メンバーの活動は終了となりま
す。これまで1年間で培った事を精一杯発揮したいと思いま
す。一瞬一瞬を大切にし、素敵な舞台に立てる事に感謝し
て心技一体となって皆さんと共に笑顔の花を咲かせたいと
思います！どうぞよろしくお願いします。

宮城県 クラップス クラップス富谷チアリーダーズ

私達の住む街は、全国 の住みたい街ランキン グ上位に入る
地域です！ 沢山の元気とパワーを 一人でも多くの方々に
届けること、富谷市、 黒川地区にはかかせな いチアリー
ダーを目指 して活動しています。 結成して５年目、この 街
と共に成長し続けて いる私たちの元気と笑 顔を今日は沢山
届けら れるように頑張ります！ 自分達で考えたコール に
ご注目ください！ 手拍子の応援よろしく お願い致します！

青森県 青森ワッツ チアスクール Blue Rings Jr.TEAM ☆RED☆

会場の皆さん、こんにちは！ 小学1年生から4年生までの
チーム、『Blue Rings Jr.チーム☆RED☆』です！ 私たち
はいつも、プロバスケットボールチーム 青森ワッツの試合
会場でお客さんを盛り上げていますが、今日は青森を飛び
出し、この会場にやってきました！ 初出演のメンバーがほ
とんどで緊張していますが、笑顔と元気、青森パワーで頑
張ります！

青森県 青森ワッツ チアスクール Blue Rings Jr.TEAM ☆BLUE☆

小学3年生から6年生までのチーム、『Blue Rings Jr.チー
ム☆BLUE☆』です！ 今年も東北チアフェスティバルに出
演できることをとても嬉しく思います。 いつもは青森・八
戸・弘前と3つのクラスに分かれてレッスンしているので、
演技を完成させるのが大変でしたが、心を1つに練習の成果
を発揮できるよう頑張ります！

青森県 青森ワッツ チアスクール Blue Rings Jr.TEAM ☆GOLD☆

小学5年生から中学3年生のチーム、『Blue Rings Jr.チー
ム☆GOLD☆』です！ チアを始めて2年目から5年目と、チ
ア歴はバラバラですが、見ている人を盛り上げたいという
熱い気持ちを持ったメンバーばかりです。 普段はなかなか
県外の方に見ていただく機会が無いので、このような舞台
に立てることに感謝の気持ちを持ち、パフォーマンスした
いと思います！



Ⅰ部エントリーチーム

活動地域 団体名 チーム名 チーム紹介コメント

宮城県 常盤木学園チアダンス部 Ｓｐａｒｋｌｅ

常盤木学園高等学校チアダンス部Ｓｐａｒｋｌｅです。私
たちは結成してまだ3年目の部活ですが「日本一笑顔が素敵
なチーム」をモットに頑張っています。本日は、皆さんに
たくさんの笑顔を届けられるようにＢＩＧスマイルで踊り
ます！

宮城県 LOICX☆チアダンススクール LOICX☆チアダンススクール仙台泉校

こんにちはLOICX☆チアダンススクール仙台泉校です！チ
アライフ「笑顔・元気・勇気・直・感謝・絆・夢」の7つの
項目をレッスンはもちろん日常生活でも大事にできるよう
指導しています！海外直輸入のダンスをお楽しみくださ
い。よろしくお願いいたします。

宮城県 クラップス クラップス若林チアリーダーズ

私達は、若林区を中心に活動しています。昨年度は、未就
学児メンバーも多く、若林チームとしては出演ができません
でした。今年はレベルアップし、チーム単独で出演した
い！私たちならできる！！元気も２倍！笑顔も２倍！を
モットーに頑張ってきたので、気合い十分です。途中のか
け声も会場に響き渡るように頑張りますので、手拍子の応
援をお願い致します！

宮城県 クラップス クラップス名取チアリーダーズ

私達は名取岩沼地区を中心に活動しています！名取市に
は、仙台空港 があることから「東北 の玄関口」とも呼ばれ
ています。地域の復興と共に県外、海外からお越しの方へ
沢山の元気を届けていくこと、宮城の良いところ、名取の
良いところを伝えていくことも私達の使 命だと思っていま
す。子供らしく元気溢れるエネルギッシュな私達のパ
フォーマンスをご覧ください！

宮城県 クラップス クラップスJCKチアリーダーズ

私達は、小さい時からクラップスで活動し、中高生になっ
ても続けたいメンバーが集まりました。もちろん部活や勉
強を優先にメンバーでスケジュールも組み、大好きなチアを
続けています。時には小学生のフォロー、先生のアシスタ
ントをして色々な角度からチアリーダーについても学んでい
ます！小学生から少しステップアップした表現、難しい
ジャンプにご注目ください！

宮城県 三世代ヒップホップチーム Jewelry Box

いま全国的に広がっているシニアヒップホップ！ 私たち楽
しんでいる「三世代ヒップホップ」は老若男女が一緒に楽
しめ、歳を重ねてからからでも気軽に始められるダンスで
す！ 宮城県内では、山元町、栗原市、東松島市、仙台市で
活動しています。 今日は５歳から７７歳のメンバーで、こ
のゼビオアリーナの皆様に元気を届けられるようやってま
いりました。「カーモンベイビーアメリカ！」と一緒にノリ
ノリで応援してください。

宮城県 チアダンスチームPrecious STAR&SILVER

初めまして！今年初出場のチアダンスチームPreciousで
す。私達は、普段小学1～中学3年生で活動しています。今
日は小学１年生～中学2年生のメンバーで、イベントで披露
しているダンスを披露します。皆さん一緒に盛り上がってい
きましょう。Let's go Precious！

岩手県 岩手県立久慈東高等学校チアダンス同好会 Winds

私たちWindsは１７名で活動しています。Windsという
チーム名は「風」という意味に「勝つ」という意味をこめ
ています。チアを楽しみたいという気持ちであふれた元気
なチームです！出場できることに感謝しWindsらしいパ
フォーマンスをしたいと思います。お楽しみください！

宮城県 チアダンスチームICONICS ICONICS-Kids

皆さんこんにちは！ICONICS-Kidsです。私たちは宮城県岩
沼市を中心にチアが大好きなメンバーで活動しています。今
年はICONICS-Kidsとして初めて東北チアフェスに出演しま
す！大きなステージで踊ることはとても緊張しますが、笑
顔いっぱいで頑張ります！



Ⅰ部エントリーチーム

活動地域 団体名 チーム名 チーム紹介コメント

宮城県 イオンキッズスクール泉大沢 AEON CHEERS泉大沢

私たちはイオンスポーツクラブキッズスクール仙台泉大沢校
でチアダンスを練習しています。普段は４歳から中学生のメ
ンバーで活動していますが、今日は昨年に続き小学生以上
のメンバーで出演させていただきます。人数は少ないです
が、練習の成果を精一杯発揮できるよう力を合わせて頑張
ります！

宮城県 ベガルタチアリーダーズ ベガルタチアリーダーズスクールJunior,Youth

私たちは「ベガルタ仙台」を応援するベガルタチアリーダー
ズJunior,Youthです。今日は、楽しく体を動かし、体力や
表現力、リズム感、そしてチアリーダーとしてのスピリット
を養うことを目的としているスクールメンバー、プロのチア
リーダーとして活動するためのマナーや技術を磨き、いち
早くプロフェッショナルを目指すアドバンスクラスのメン
バーで出演させていただきます。会場の皆様も手拍子で一
緒に盛り上がりましょう！

山形県 ダンススタジオMPF MPF☆CHEER’ｓ

山形のダンススタジオMPF・CHEERメンバーで結成した、
MPF☆CHEER’ｓです！10代から30代まで幅広い年齢層で
すが、全員で賑やかに楽しく踊っています！息の合った踊
りをご覧ください♪

山形県 ダンススタジオMPF emotion♡cheer

みなさんこんにちは！私たちは山形県で活動している、
emotion&#9825;cheerです。サッカーモンテディオ山形
の勝手に応援団、その他地域のイベントやお祭りでcheerを
通して元気と笑顔をお届けしています！本日はお隣仙台へ
お届けに参りました&#9825; 前向きな歌詞にも耳を傾けな
がら私たちからパワーをもらってください！！

山形県 ダンススタジオMPF emotion♡cheer キッズ

みなさんこんにちは！私たちは山形県で活動している、
emotion&#9825;cheerです。サッカーモンテディオ山形
の勝手に応援団、その他地域のイベントやお祭りでcheerを
通して元気と笑顔をお届けしています！本日はお隣仙台へ
お届けに参りました&#9825; 元気いっぱい踊ります！！

宮城県 イオン新体操スクール仙台中山校 TEAM A

みなさんこんにちは！イオン新体操スクール仙台中山校で
す。今回初参加となります！！ 新体操とチアをMIXさせた
新感覚のチアをお見せします。応援よろしくお願いしま
す！

宮城県 イオン新体操スクール仙台中山校 TEAM Ｂ

みなさんこんにちは！イオン新体操スクール仙台中山校で
す。今回初参加となります！！ 新体操とチアをMIXさせた
新感覚のチアをお見せします。応援よろしくお願いしま
す！

宮城県 ke olu makani ka uhiwai o ka aina ke olu makani ka uhiwai o ka aina

仙台フラ・タヒチアンダンス教室「ケオルマカニカウヒ
ヴァイオカアイナ」は、霧が優しく大地を包むような温か
いハラウの意味が込められています。ハワイ・タヒチアの文
化、フラ・タヒチアンダンスを楽しく学ぶ事が出来る教室
です。1曲目はhe lei no ka maile。愛する祖母をレイに例
えた歌です。2曲目はote'a tohonu。ドラムビートに合わせ
て踊る手作り衣装にもご注目ください。

宮城県 東北学院大学工学部 ダンス部 TiA Clown

こんにちは、東北学院大学工学部ダンス部TiA Clownで
す。
「ダンスを通して楽しみながら活動する」ことをモットー
に、地元多賀城を拠点に地域のイベント等で活動していま
す。今回はストリートダンスをメインに披露します。お楽し
みください！


