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キャンプ開催主旨

• チアダンスの魅力を味わいたい。

• 興味があるけどチアの経験がない。

• チアスクールに通っているけど、もう一度基礎から取り組みたい。

• 所属チームで活躍するために能力を高めたい。

• 柔軟性や身体能力を高めるチアプログラムに参加したい。

“子供達の未来の可能性は無限大！”
ケガや無理な技術指導の弊害で可能性を潰さぬように、私達は身体づくり・テク
ニック・ダンス指導・チアスピリットの指導を行っています。
チアーズキャンプは、
裾野が広がるチアダンスにおいて、その魅力を存分に味わうためのコーチングプ
ログラムです。様々な指導法を経験することで今後のチアダンスに活かしていっ
てもらいたいと思います。チアを学ぶことは、社会のロールモデルとなっていけ
るように自身を磨いていくことです。子供達がチアの衣装を着ていない時も、素
敵なチアリーダーとしてキラキラ輝いていけることを願っています☆



特徴

• 質の高いコーチ陣と質の高いレッスン。

• 本格的コーチングプログラムの導入。

• フィジカルプログラムの導入。

• スキルコーチとフィジカルコーチの共同開発
プログラムの導入。

• チアダンス強化キャンプ。



コーチングスタッフ
チアーズキャンプ:
トップディレクター （コーチングプログラム監修・フィジカルプログラム監修）

勝原 竜太 : 順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科 修了 M.S.(スポーツ健康科学)

C.S.C.S. (Strength & Conditioning Specialist)
元パナソニック電工インパルス ヘッドストレングスコーチ 他

ヘッドコーチ

勝原 恵 : 玉川大学 ダンスドリルチーム JULIAS

(全日本チアダンス選手権4連覇、NDA全米選手権優勝など)
社会人アメリカンフットボールリーグ 鹿島DEERS Cheer Leader 2006~2008 

(Cheer of the year 2006)
Dragon Athlete スポーツ運営部 チアダンスディレクター

-Stella☆Cheers グループ ヘッドコーチ （兼務）
埼玉県立不動岡高校チアダンス部
キッズチームStella☆Berryz 他

コーチ

千葉 瑠美子 : 埼玉県立淑徳巣鴨高校 チアダンス部

Golden Hawks Cheer Leader
(Miss Dance Drill 日本大会Prop部門3年連続1位、

全米大会Prop部門1位、国際大会Prop部門2位など）
チアダンスインストラクター 他

フィジカルコーチ

坂口丈史 : 順天堂大学 スポーツ健康科学部 卒業

鹿島ディアーズ ストレングス&コンディショニングコーチ
Stella☆Berryz フィジカルコーチ
東京ヤクルトスワローズ スプリングキャンプ‘11

インターン・コンディショニングトレーナー 他



対象

• 小・中学生のチアダンスに興味がある子

• 初心者～上級レベルまで

• 他スクール、他チーム所属チアリーダーも参
加OK（自チームでの活躍のために）

• 未所属チアリーダーもOK



レッスン予定日

• 4月・・・17日説明会30分＋レッスン30分＋講師公開練習
• 4月・・・1回 24日（日曜）
• 5月・・・2回 15・22日（日曜）
△体験50分 計4回
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
• 5月・・・1回 29日（日曜）
• 6月・・・3回 5・12・26日（日曜）
• 7月・・・4回 3・10・17・24（日曜）
• 8月・・・3回 14・21・28日（日曜）
• 9月・・・2回 4日（日曜）＋イベント（予定）
△キャンプ100分 計13回 （レッスン12回+イベント1回）
○合計17回



プログラムの予定

４月5月体験 イントロダクション

５月 ファンダメンタル

６月 ファンダメンタル+アプリケーション

７月 ファンダメンタル+アプリケーション+フィジカルアップ

８月 ファンダメンタル+アプリケーション+踊り込み

９月 ファンダメンタル+コンディショニング

※フィジカルプログラムはフィジカルコーチの直接指導もしくは、復
習をコーチ陣が毎回実施していきます。



料金表

通常 4月入会 5月入会 6月入会 7月入会

入会金 ¥5,000 ¥1,500 ¥2,000 ¥5,000 ¥5,000

一括払い併用 － ¥0 ¥0 ¥1,000 ¥2,000

割引率 － 100% 100% 80% 70%

単価（/人/回） 13回分料金 割引率
都度払い ¥4,000 ¥52,000 0%

チアーズキャンプ 月払い（3 or 4回） ¥3,800 ¥49,400 5%
100分 一括払い（13回） ¥3,400 ¥44,200 15%

Stella☆Cheersメンバー割（一括） ¥3,200 ¥41,600 20%

単価（/人/回） 3回分料金

4/17体験30分 都度払い ¥1,000

体験50分 都度払い ¥2,000 ¥6,000

※保険料600円（別途）、ポンポン代1,200円



通常キャンプ・レッスン

チアーズキャンプ・レッスン（100分）

ヘッドコーチ（HC）勝原 恵

コーチ（C）千葉 瑠美子

フィジカルコーチ（SC）坂口 丈史（直接レッスン・チェック日は告知します）

• 日曜：16：00～17：40
※事前告知を行いますが、スタジオの状況で開始時間が多尐前後することがあります。

• 料金：料金表参照

• 場所：スタジオROSA

小田急、南林間駅西口徒歩1分
〒242-0006 神奈川県大和市南林間2-11-19 陽光ビル B1



説明会・体験レッスン

• 4月17日
説明会（30分）＋体験レッスン（30分）。

講師陣公開自主練習（見学自由）

• 日曜：16：30～17：30

• 料金：1,000円
• 場所：スタジオROSA

小田急、南林間駅西口徒歩1分
〒242-0006 神奈川県大和市南林間2-11-19 陽光ビル B1

講師陣も練習を日々行っています。
その練習風景や、チアダンスにおけるフィジカル
サポートの発展した姿をみることもできます。



体験レッスン

• 4/24、5/15、5/22

体験レッスン（50分）

• 日曜：16：30～17：20
※事前告知を行いますが、スタジオの状況で開始時間が多尐前後することがあります。

• 料金：2,000円
• 場所：スタジオROSA

小田急、南林間駅西口徒歩1分
〒242-0006 神奈川県大和市南林間2-11-19 陽光ビル B1



会場

☆メイン会場☆

スタジオROSA（小田急、南林間駅西口徒歩1分 横浜銀行隣）

住所：〒242-0006 神奈川県大和市南林間2-11-19 陽光ビル B1

Tel. ：046-275-9779

駐車場：近隣コインパーキングをご利用ください。

※スタジオ内は地下のため携帯が通じにくくなっています。必ずスタジオの電話
番号をお控えください。

☆その他、会場☆

○使用状況、計画停電、その他の事情により会場が変更になる場合がございま
す。予め、ご了承ください。



申し込み先

mkatsuhara@stella-cheers.dragon-athlete.com まで

①氏名（お子様、保護者様）、②住所、③電話番号、④学年・
年齢、⑤ダンス歴、⑥所属先の有無

Dragon Athlete

チアダンスディレクター

勝原 恵
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