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VARSITY ALL STAR CHEERLEADING CHAMPIONSHIP 

「The SUMMIT」大会レポート 

遠征日程：2018年5月1日(火)～6日(日) ※大会日:5月3日(木)・4日(金) 

場所：米国フロリダ州・オーランド 

対象部門：レベル1～4 (Junior/Senior) 

 

「The SUMMIT」とは… 

Varsity All-Starが主催する「The SUMMIT」は、レベル1～4(Junior/Senior)の 

CHEERLEADINGクラブチームが集結するアメリカ大会です。 

 

2018年春大会「JAMfestJAPAN vol.12 in MAIHAMA」にて優秀な成績を収めた2チームが
BIDを獲得し出場しました。 

 

選手たちのステージに上がる前の真剣な表情、ステージ前の集中した緊張感、 

ステージを降りた後の充実した表情…様々な物語がありました。 

体格差のある中、素晴らしいパフォーマンスを堂々と披露しました。 

●出場チーム (順不同)  

 ・all★ichikawa cheer＆dance/TopCatzCheer 

 ・芝浦チアリーディングクラブ/SHIBAURA ANGELS Extreme 
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●結果 

＜Internationals部門 Senior level2：3位＞ 

all★ichikawa cheer＆dance/TopCatzCheer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜Internationals部門 Senior level3：1位＞ 

芝浦チアリーディングクラブ/SHIBAURA ANGELS Extreme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JAMfestJAPAN事務局 
月〜金(祝祭日除く) 13:00-18:00 

Tel: 03-6859-9800 
お問合せはこちら: info@jamfest-japan.com 

レジストレーションについてはこちら: entry@jamfest-japan.com 

https://m.facebook.com/jamfestjapan/ 

www.jamfest-japan.com 

 https://twitter.com/JAMfestJapan http://instagram.com/jamfestjapan 

●大会レポート 

【5/1(火)】成田空港出発…！！ 

いよいよ出発の日！ 

日本より応援して下さるご家族やチーム関係者の方へ手を振りいよいよ出発！ 

ダラスにて乗継をし、約11時間の長時間のフライトです！ 

ダラスから3時間弱…オーランドへ到着しました！ 

さすがの皆さんも少しお疲れ気味？！ 

宿泊する「All-Star Music Resort」へDisney Magic Expressで向かいます♪ 

JAMfestJAPANオリジナルのラゲッジタグ♪ 

長旅を感じさせないパワフルさ!! 
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宿泊ホテル「All-Star Music Resort」へ到着！！ 気分はすでにディズニーです♪ 

【ドリンクタンブラー】へ 
好きな飲み物を好きなだけin～♪ 
滞在中はオールフリードリンクです!! 

JAMfestJAPANオリジナルストラップ付きの 
【ミールカード】で朝食・夕食を 
自由にチョイスしてお召し上がり下さい!! 

スタッフよりオリエンテーションがあり、遠征中の注意事項などを聞き、 

【ドリンクタンブラー】と【ミールカード】を1人1枚ずつお渡ししました♪ 



JAMfestJAPAN事務局 
月〜金(祝祭日除く) 13:00-18:00 

Tel: 03-6859-9800 
お問合せはこちら: info@jamfest-japan.com 

レジストレーションについてはこちら: entry@jamfest-japan.com 

https://m.facebook.com/jamfestjapan/ 

www.jamfest-japan.com 

 https://twitter.com/JAMfestJapan http://instagram.com/jamfestjapan 

【5/2(水)】本日は練習DAY！ 

カラッと晴れた爽やかな朝を迎えました！ 

コーチ達は大会レジストレーションを済ませ、選手のみんなは大会側オリエンテーションを
受けます！ 

SUMMITのナップザックをGET♪ 
アメリカでの練習にちょうど良いサイズ★ 

みんな真剣です!! 
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今日はTop Gun All Starsのチアジムをお借りして、練習です！ 

バスに揺られ… Top Gun All Starsのチアジムへ到着。 

広～いジム♪ ジム内には、歴代のトロフィーやチャンピオンフラッグが飾られており、 

グッズ売り場やスナック売り場、練習を見る事のできるモニター付きスペースもあります！ 

最後までずっと優しいプルート!! 

…っとその前に、プルートを発見★★★ 

優しいプルートが撮影位置まで決めてくれ、楽しいフォトタイムとなりました♪ 
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いよいよ明日は予選！！チームの皆さん、ゆっくり体を休めて明日に備えて下さい！ 

チームごとにウォーミングアップを行い、練習をみっちり行いました。 
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【5/3(木)】いよいよ予選…！！ 

本日も最高のお天気です！！ 

公式練習を終え、各チームチェックインをし、大会動線へ入ります。 

大会会場は2つあり、ウォームアップ会場はまた別にあります！ 

本番会場もとても広いです…！！ 
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予選パフォーマンスが終わり… 結果発表… 

見事！！2チームとも本選大会進出を決めました！！ おめでとうございます！！！！！ 

選手、コーチ、保護者の皆様の最高の表情をスタッフも目頭を熱くさせながら拝見いたしま
した。 
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【5/4(金)】いよいよ本選…！！ 

まず、「all★ichikawa cheer＆dance/TopCatzCheer」のパフォーマンスでした！ 

堂々としたパフォーマンスに会場も大興奮！！ 

会場が一体感に包まれました★ ノーミスのパフォーマンスでした！ 

いよいよ運命のAwardsです… 

「all★ichikawa cheer＆dance/TopCatzCheer」 

Internationals部門 Senior level2：3位入賞 
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「芝浦チアリーディングクラブ/SHIBAURA ANGELS Extreme」のパフォーマンスです！ 

迫力あるダイナミックなパフォーマンスに会場がどよめきました！！ 

いよいよ運命のAwardsです… 

「芝浦チアリーディングクラブ/SHIBAURA ANGELS Extreme」 

Internationals部門 Senior level3：1位 

会場の皆さんはもちろん他チームの皆さんも一緒に喜んでくれました！！ 

おめでとうございます！！ 

1位チャンピオンにはチャンピオンバナーはもちろん、 
1人1人にチャンピオンリングが贈呈されます！！ 
チャンピオンリングのサイズを測りました♪ 
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【5/5(土)】終日自由行動！！ 

大会を終え、2チーム共素晴らしい成績を残し清々しい気持ちで満喫しました♪ 

ディズニーパークで楽しい1日をたっぷりと過ごしました！！ 

 

 

【5/6(日)】いよいよ帰国！！ 

早朝にホテルを出発し、オーランド空港へ… 

 

 

【5/7(月)】遠征終了！ 

夕方16時頃、無事に成田空港へ到着しました！ 
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〜JAMfestJAPAN遠征の特徴〜 

 ★JAMfestJAPANオリジナルのラゲッジタグ♪ 

 ★【ドリンクタンブラー】1人1つ付き♪ 

 ★1日3食付き♪  

  【ミールカード】で朝食・夕食を自由にチョイス！ランチは安心のおにぎり弁当！ 

 ★大会期間中4つのディズニーパークに行けるパークホッパー付き♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選手の皆様！チーム関係者の皆様！ 

本当におめでとうございます！！！お疲れ様でした！ 

 

皆様の更なるご活躍を願っております！！ 

またお会いできますことをスタッフ一同楽しみにしております。 

ありがとうございました！！ 

JAMfestJAPAN 

その日の気分で 
自由にチョイス!! 

ランチは日替わりの 
おにぎり弁当♪ 
日本食で安心！ 


