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ラポラについて 会社概要

社 名 株式会社Rapora（ラポラ）

所在地 〒360-0014 埼玉県熊谷市箱田6-7-21

ＴＥＬ 048-514-0209

E-mail / webサイト info＠rapora.net  ／ https://rapora.net

創 業 2016年

代表取締役 依田美都里

プロフィール

出演経歴

日本チアダンス協会（JCDA）公認インストラクター／ 幼稚園教
諭第二種免許 取得
【1997年】ALL JAPAN選抜チーム「Team STEVIA」のメンバー
としてダラスに遠征NDA全米チアダンス選手権にて準優勝
【2004年】プロチアダンス日本代表チーム「Team ACUVUE」
（現Team JCDA）のメンバーとして活動（～2009年まで）
【2007年】NDA全米チアダンス選手権に「Team ACUVUE」と
して出場し全米優勝を果たす。
【同年】フロリダ州オーランドで開催されたNBA公式戦のハー
フタイムショーでチアパフォーマンスを行う。
●また、伊藤正次演劇研究所にて演技を学び、舞台・ミュージ
カル・映画・ドラマ等にも出演

【ステージ】ジャイアンツ戦チアパフォーマンス／世界バレー
／パラリンピック閉会式／お台場冒険王「ダンドリ・ショー」
／石井竜也ツアーバックダンサー／
【映像】TV-CM LINE PLAY（公園篇）メインダンサー／TBS
ドラマ「マンハッタンラブストーリー」／フジテレビ「ダンド
リ」／ワンナイ「ゴリエ」バックダンサー／FNS歌謡祭／
J:COM 熊谷人図鑑 【Web CM】Lawson40周年記念プレミア
ムロールケーキ「ふわっとディスコ」／LOHACO カルビー
「フルグラ」他

指導経歴

日本チアダンス協会プロデュース選抜ジュニアチーム「Team JCDA 
Kids」指導・育成
キッズチアダンスDVD「チアダンスやろうよ」（Sony Music Direct）
振付・指導・出演NHK Eテレ「スクール Live Show」指導アシスタント
熊谷にてチアダンススクール Rapora（ラポラ） キッズ／ジュニア／お
とな／シニアクラスを開校。幅広い世代のチアリーダー育成に力を注ぐ

【2014年】（株） 埼玉県民球団 武蔵ヒートベアーズ専属チアリーダー
ズ HONEY BEESディレクター就任。設立時立ち上げから携わる。
●代表コーチとして指導する東京・日野市の 豊田ビバヒルズ SUNNY
CLOVERS が、JCDA全日本チアダンス選手権において4度の優勝へ導く。
【2016年】同チームをアメリカ・テキサス州ダラスで開催されたNDA全
米チアダンス選手権にて優勝へと導き、同時に Innovative
Choreography、Superior Showmanship、Technical Excellence の特別
賞を受賞する。
【2017年】映画「チア☆ダン」～日本全国チアダンスしよっさキャン
ペーン チアダンス指導。
【2018年】独立プロ野球チーム 栃木ゴールデンブレーブス 公式チアパ
フォーマンスチーム GOLD LUSH ディレクター就任。
【2019年】ラスベガスで開催されたチアダンス全米大会 JAMZ ALL
STAR DANCE NATIONALS において、指導チームのSUNNY CLOVERS
がYouth Variety部門で全米優勝。また、Variety Grand Champion(部門
最高得点)も獲得し、W受賞に輝く。



「チアダンスで笑顔と元気を届けます！」
～おどる・応援する・人のためになる～をモットーに

• チアダンスは、いつもどんな時でも笑顔で踊り、声援を送り、自分自身
が明るく元気の源となり、見ている人にも笑顔になってもらえるエン
ターテイメント溢れる素晴らしいダンス。ダンス技術だけでなく、チア
スピリットやマナーを身につけられることもあり、年齢や性別を越えて、
沢山の人の心を惹きつけています。

• Raporaでは、チアダンスを通じて、音を感じ、楽しく元気に踊ることは
もちろんのこと、リズム感や柔軟性などのダンススキルのみならず「あ
いさつ」「礼儀」「チームワーク（仲間との協調性、思いやり）」など
も大切に活動しています。
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熱い想いを

応援したい！

「熊谷を！そして日本を！もっと熱く盛り上げます！」

• うちわ祭り、ニャオざねまつり、埼玉県スポーツフェスティバル、熊谷市
スポレク大会、ＲＷＣ応援イベント、高齢者施設慰問等々ふるさと熊谷で
熱い！地域応援活動を展開しています。

• 地域・社会貢献活動、スポーツ応援、エンターテイメント、企業イベント、
お祝い事、記者発表など、どんな所へも、応援に参上いたします。

• Raporaのチアリーダー達が、ご要望に応じて、さまざまな所へ出張！明る
いパフォーマンスと声援、チアスマイルで会場を大いに盛り上げ、皆様へ
の笑顔と元気の配達人となります！

イベント

地 域

企 業
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family

～チアダンスで、ココロとカラダを健やかに…☆～
世代を超えて楽しみふれあう

• どんな時代も、どんな年代も、キラキラと笑顔に輝いた人生を目指します！

• ラポラでは、3才のこどもから70代のシニアまで幅広い年齢層のメンバー達
が集まり活動しています。世代の違う人達が、チアダンスを通じてふれあい、
ひとつになり、交流できるのが大きな魅力です。核家族化、少子高齢化が進
む中、様々な人とのコミュニケーションや、社会との繋がりを持つ機会も自
然と生まれます。大きなファミリーのようなあたたかいチームを目指してい
ます。



2019年9月6日 リポビタンDチャレンジ
カップ2019日本代表vs南アフリカ代表戦
にて。～ダンスで日本を元気に！夢の課
外授業～「中学生Rising Sun
Project2019」に参加。東日本大震災の復
興への願い、中学生同士の交流、ワール
ドカップに臨むラグビー日本代表への
エールを送る意味を込め、埼玉、東北の
中学生とEXILEメンバー総勢100名が一体
となってダンスパフォーマンスを披露。

出演参加団体:
EXILEメンバー
熊谷市チアダンスチーム Rapora
大宮開成中学校
岩手県釜石市立釜石東中学校
福島県会津若松市立湊中学校

主催:日本ラグビーフットボール協会
二十一世紀倶楽部

協力: 株式会社 LDH JAPAN
株式会社expg

会場: 熊谷ラグビー場



復興に向けて東北で自分たちに懸命にできる事を考えている生徒さん達との交流。

そして、EXILEの皆さんと共に踊った本番。生涯忘れられない体験となりました。自分達の

ダンスが、他の誰かに勇気や感動を与えることが出来た！という経験は、子ども達一人一人

がそれぞれの人生を切り拓いていく時の「自信の糧」となっていくと信じています。そして、

東京でオリンピック・パラリンピックが開催される2020年に向けて、今後も夢と希望に溢れ

た多くの子どもたちを「ダンスの力」で元気にしていくための活動を継続して参ります！



【ラグビー応援動画を自主制作】

ラグビーワールドカップ2019が熊谷で開催される
にあたり、地元のチアリーダー（応援団）として、
世界中のラグビー選手やラグビーファンを「応援
したい！おもてなしたい！盛り上げたい！」そん
な想いを込めて、この動画は完成しました。
撮影は全てiPhoneを使用しながら映画クオリティ
の仕上がり。企画、編集、振付に至るまで、全て、
外注せず弊社スタッフのみで制作しました。

～スクマム！クマガヤ！プロジェクトの一環として～

みんなで一緒に肩を組み、スクラム組んで、ラグ
ビータウン熊谷をアツく盛り上げよう！というス
ローガンのもと、わたしたちの呼びかけにご賛同
くださった、ラグビー選手達やラグビーを支える
多くの有志の方々、団体の皆様にも撮影にご協力
いただきました。

“One for all , All for one”
”One Team KUMAGAYA”



得たもの
• You TubeやSNS等でも幅広く動画公開をした事により、想像以上の多くの人々の目に触れ、拡散シェ

アもしていただき、各所から元気が出た！感動した！と大好評。お褒めの言葉を沢山いただいた。
• 撮影を通じて、熊谷市内の他団体様や商店街の方々など、市民の皆様との横の繋がりが大きく拡がり、

絆も深くなった。この繋がりは、RWC以降もレガシーとして次の活動へと発展していける一番の財産と
なった。

• 熊谷市ラグビー推進室の取り計らいにより、RWCファンゾーン開催中の全10日間、会場ステージ（コ
ミュニティ広場）の300インチの大画面にて動画をノーカット上映していただく。

• その他、熊谷ラグビー場、荒川河川敷、ニットーモールでのパブリックビューイング会場でも上映。
• 熊谷市役所正面玄関、熊谷スポーツ文化公園管理事務所前、各商店街の店舗などでも上映。
• 各メディアから多数取材を受け、上映・掲載（NHK、J-COM熊谷・深谷、NHKラジオ、毎日新聞、埼

玉新聞、FMクマガヤなど）



✓ みなさまに笑顔、元気、勇気、健康増
進、生きがいを与えられるよう活動し
ていきます！

✓ 熊谷市を拠点とした【地域の応援団】
として、これからも地域密着でチア
アップしていきます！

✓ ラグビー、野球、サッカー、バスケ、マ
ラソン等のスポーツ応援にも積極的
に参加！！

～今までも、これからも、いつまでも～



11

武蔵ヒートベアーズ公式戦＠熊谷さくら球場

Bリーグ プロバスケ公式戦にて ハーフ
タイムショー

Jリーグ大宮アルディージャ戦＠熊谷スポーツ文
化公園陸上競技場

関東大学アメフトリーグ最終戦オープニング
＠横浜スタジアムベアリスマラソン大会＠立正大学キャンパス

JAPANラグビートップリーグオープニング&
ハーフタイムショー

～活動実績～ スポーツ応援写真



RWC2019 開催600日前イベントステージ

RWC2019 開催500日前イベントステージ

新 熊谷ラグビー場こけら落とし イベント

スクマム！クマガヤ プロジェクト 日本&ロシア 国歌斉唱

チア応援 ステージ①

チア応援 ステージ②
Fanzone ㏌ 熊谷 Fanzone ㏌ 熊谷

Fanzone ㏌ 熊谷

～活動実績～ ♦ラグビーワールドカップ 関連事業 2018-2019♦



エコネットくまがや「あついぞ！熊谷
打ち水大作戦」（星川水まつり）

熊谷市ラグビーまつり

スポーツフェスティバル開会宣言&熊谷B級グルメ大会メインステージ
ニャオざねまつり

ソシオ熊谷 問屋町まつり

～活動実績～ 地域イベント出演写真



舞浜Disney(IKSPIARI)チアダンスフェスティバル

フォーラムくまがや

シニアチアフェスタ

復興支援「ビートルズのチカラ！」ステージ

サンリオピューロランド知恵の木ステージにて
Raporaチアダンスステージ

～活動実績～ ステージ・チアイベント写真



「Rapora Vita」
全日本チアダンス選手権 関東予選出場

祝賀会

「SUNNY CLOVERS」
NDA全米チアダンス選手権 in ダラス にて優勝

行田ロータリークラブ周年記念式典ステージ
特別養護老人ホームいずみクリスマス会

「SUNNY CLOVERS」
JAMZ全米チアダンス選手権 in ラスベガス にて優勝

～活動実績～ 選手権大会／イベント出演写真



《2018年度》

2018-01-14 Cheer up!!Dance!Dance!Dance!@熊谷ステージ出演

2018-01-28 くまがやラグビー感謝デー ステージ出演

2018-01-28 ラグビーワールドカップ2019  開催600日前イベント ステージ出演

2018-02-18
被災地復興支援イベントvol.18 at 尚美学園大学in川越 「ビートルズのチカラ！」ステージ
出演

2018-04-01

JCDA CHEER DANCE COMPETION in Spring@パルテノン多摩 Pom部門中学生編成
第2位

2018-05-05 熊ふぇす2018春 ステージ出演

2018-05-06 ラグビーワールドカップ2019 開催500日前イベント!! ステージ出演

2018-05-27 熊谷うまいもんカップ2018 ステージ出演

2018-06-03 第27回 地域合同運動会@行田グリーンホーム ステージ出演

2018-07-26 JCDA CHEER DANCE COMPETITION in Summer@新宿文化センター

2018-07-27 熊谷高校陸上競技部3年 長谷川 樹さん 三重インターハイ出場壮行会 応援出演

2018-07-31
プロ野球独立リーグ ルートインBCリーグ 武蔵ヒートベアーズvs 群馬ダイヤモンドペガサ
ス戦 応援出演

2018-08-04 CHEER DANCE FESTIVAL in IKSPIARI 2018 ステージ出演

2018-08-11 第11回 あついぞ！熊谷 「打ち水大作戦2018」〜星川水まつり〜 ステージ出演

2018-08-27 ampかわいいサミット ステージ出演

2018-09-14 TBS 金曜ドラマ 「チア☆ダン」出演

2018-09-15
大宮アルディージャvs FC町田ゼルビア in熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 オープニン
グパフォーマンス出演

2018-09-23 第25回 熊谷市ラグビー祭り ステージ出演

2018-10-07 NPO法人 ピースふぁいぶるクラブフェスタ2018 ステージ出演

2018-10-20 熊谷ラグビー場こけら落とし記念イベント ステージ出演

2018-10-20 SATOYAMA&SATOUMI with ニャオざねまつり in 熊谷 ステージ出演

2018-10-21 立正大学サッカー部vs拓殖大学サッカー部 ハーフタイムショー出演

2018-10-28 シニアチアフェスタ2018@横浜関内ホール

2018-11-10 国体開催記念 第14回スポレクフェスティバル ステージ出演

2018-11-10 うどんサミット 熊谷産業祭 ステージ出演

2018-11-24 熊谷ラグビーロードフェスティバル2018 ステージ出演

2018-12-01
エコネットくまがや創立10周年記念式典・記念事業¨群読劇 塙保己一物語¨オープニング
パフォーマンス

2018-12-16 ベアリスマラソン30km・チャレンジ5km マラソンin 熊谷立正大学 応援パフォーマンス

《2019年度》

2019-01-13 アットクマガヤ ダンス2DAYS開催 1週間前プレイベントinニットーモール ステージ出演

2019-01-19 Cheer up!!Dance!Dance!Dance!@Kumagaya ステージ出演

2019-03-03 第9回 JOYFIT発表会 ステージ出演

2019-04-03 JAM fest JAPAN Spring vol.14 in MAIHAMA Dance Competition  

2019-04-28 熊ふぇす2019春 ステージ出演

2019-05-12 ソシオ熊谷問屋町祭り2019 ステージ出演

2019-05-26 熊谷うまいもんカップ2019 ステージ出演

2019-05-26 スポーツフェスティバル2019 ステージ出演

2019-06-29 行田ロータリークラブ最終例会 ステージ出演

2019-07-06 第12回 ニャオざねまつり ステージ出演

2019-07-06 第67回 熊谷青年会議所主催 関東地区大会 熊谷大会TRYフェスタ!! ステージ出演

2019-07-07 市民協働「熊谷の力」事業「打ち水サポーター養成講座」クマガヤ流打ち水スタイル振付・指導

2019-07-14 万吉氷川神社・八阪祭 ステージ出演

2019-07-24 凸版印刷株式会社 嵐山工場 ビール祭り ステージ出演

2019-07-28 PLASE MARKET vol25 #夏休みスペシャル ステージ出演

2019-08-04 Cheer Dance Festival in 舞浜イクスピアリ ステージ出演

2019-08-10 第12回 あついぞ！熊谷 「打ち水大作戦2019」〜星川水まつり〜 ステージ出演

2019-08-24 ampかわいいサミット ステージ出演

2019-09-01 熊谷市ラグビー祭り ステージ出演 &チアダンス体験教室 実施

2019-09-06
リポビタンDチャレンジカップ2019 日本代表vs南アフリカ代表戦 「Rising Sun Project」オープニング
出演

2019-09-20 ラグビーワールドカップ2019 Fanzone in 埼玉・熊谷 ロシア国歌・日本国歌斉唱出演

2019-09-22 ラグビーワールドカップ2019 Fanzone in 埼玉・熊谷 ステージパフォーマンス（1）

2019-10-06 ラグビーワールドカップ2019 Fanzone in 埼玉・熊谷 ステージパフォーマンス (2)

2019-10-19 大宮アルディージャvs徳島ヴォルティス オープニングパフォーマンス出演

2019-11-3 熊ふぇす2019秋 ステージ出演

2019-11-4 NPO法人 ピースふぁいぶるクラブフェスタ2019 ステージ出演

2019-11-10 ベアリスマラソン30km・チャレンジ5km マラソンin 熊谷立正大学 応援パフォーマンス

2019-11-23 シニアチアフェスタ2019@横浜関内ホール

2019-11-30 ラグビーガールズフェスタ

2019-12-14 特別養護老人ホーム いずみ神川 クリスマス会 慰問

ＯＴＨＥＲ
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Raporaメディア出演経歴

《2018年度》

2018-10-25 NHKさいたまFMラジオ 日刊!さいたま〜ず

2018-12-27 NHK 総合テレビ ひるまえほっと 特集

《2019年度》

2019-01-11 J:COM熊谷 深谷 デイリーニュース

2019-01-23 NHK 総合テレビ 首都圏ネットワーク

2019-02-20 毎日新聞 さいたま版 朝刊地域面 日刊!さいたま〜ず

2019-03-20
あぷろく（人生100年いきいき生活応援誌）春号 No.41 応援人・ Team MILABO 
中井悦子 掲載

2019-08-30 J:COM 熊谷・ 深谷 デイリーニュース

2019-09-1 J:COM もっと!埼玉ラグビー 9/1号

2019-09-01
熊谷へラグビーを見に行こう 「ラグビーロードを楽しく歩こう!〜熊谷ラグビー場で
待ってるぜぃ〜」動画

2019-09-14
毎日新聞 夕刊 ラグビーワールドカップ特集
https://mainichi.jp/graphs/20190913/hpj/00m/050/004000g/1

2019-09-24 NHKさいたまFMラジオ 日刊!さいたま〜ず

2019-11-04 NHK 総合テレビ おはよう日本 応援特集

メディア出演経歴について

ＯＴＨＥＲ




