
8日（土） 開場10：00／開演10：30／終演11：45　
オープニングアクト　サマースクール2013
1.  春日キッズダンスクラス
2.  学園スタジオ キッズストリート初級(火)
3.  岩井ちびっこストリート
4.  バリアフリーチャレンジクラス
5. 竹園キッズダンスクラブ
6. 学園スタジオ キッズストリート中級Ｂ(月)
7. C-style
8. キッズストリートTOPクラス

8日（土） 開場14：00／開演14：30／終演15：45　　
1. 学園スタジオ キッズストリート中級Ｂ(火）
2. 並木キッズダンスクラス
3. 八郷中高生クラス
4. 学園スタジオ ちびっこストリート(土)
5. バリアフリープレイクラス
6. 柳橋キッズダンスクラス
7. Z-mate
8. 学園スタジオ キッズストリート初級(金)
9. 学園スタジオ ストリートダンス中高生初級(金)

8日（土） 開場18：00／開演18：30／終演19：45　　
1. キッズダンス共和国（二の宮）
2. 関城キッズダンスクラス
3. 並木ちびっこストリート
4. 沼崎キッズダンスクラス
5. あそBeat☆Crew
6. 学園スタジオ キッズストリート中級A(水)
7. スマイルキッズダンスクラス
8. 学園スタジオ キッズストリート初級(土)
9. 学園スタジオ ストリートダンスTOP-B 

9日（日） 開場10：00／開演10：30／終演11：45　　
1. OG generation
2.  Flying kidsダンスクラス 
3.  学園スタジオ ちびっこストリート(木)
4.  八郷キッズダンスクラス
5.  都和キッズダンスクラス
6. 学園スタジオ キッズストリート中級Ｂ(土） 
7. ハッピーキッズダンスクラス東小 
8. 学園スタジオ ストリートダンス中高生中級(土）

   　

9日（日） 開場14：00／開演14：30／終演15：45　　
1. D-mates
2. 桜南キッズダンスクラス
3. PawaFrieNds
4. 手代木ちびっこストリート
5. つくばスタジオ ママさんストリート有志
6. キッズダンス共和国（手代木）
7. 学園スタジオ ストリートダンス中高生初級(土）
8. 学園スタジオ キッズストリート中級Ｂ(木)
9. 学園スタジオ ストリートダンス中高生中級（月）

   

9日（日） 開場18：00／開演18：30／終演19：45　
1. 岩井キッズダンスクラス 
2. ぷちzippy mate
3. Twin＊Crew
4. Shine☆B
5. Zippy mate
6. 学園スタジオ キッズストリート初級(月)
7. 学園スタジオ オープンクラス有志
8. 学園スタジオ キッズストリート中級A(土)
9. ストリートダンスTOP-A

ストリートダンスの部（ノバホール）出演クラス一覧

15日（土） 開場11：00／開演11：30／終演13：00　
1.  キッズダンスDREAMER
2.  さぬきスタジオ キッズストリート高学年（月）
3.  ラビッツキッズダンスクラス（幼児）
4.  さぬきスタジオ キッズストリート低学年（月）
5. Smile Makers
6. ジョイフルアスレティッククラブHIPHOP(月)低学年
7. 阿見スタジオ キッズストリート初級(土)
8. 阿見スタジオ ちびっこストリート(火)
9. ラビッツキッズダンスクラス（小学生）
10. 阿見スタジオ キッズストリート中級B(木)
11. キッズストリートTOPクラス

16日（日） 開場10：00／開演10：30／終演12：00　　
1. さぬきスタジオ ストリートダンス中高生（土）
2. さぬきスタジオ キッズストリート低学年（土）
3. ひたち野うしくキッズダンスクラス
4. さぬきスタジオ ちびっこストリート（火）
5. 阿見スタジオ ストリートダンス中高生初級(土)
6. Black★Stars
7. 阿見スタジオ ストリートダンス中高生中級(金)
8. ジョイフルアスレティッククラブHIPHOP(月)高学年
9. ラビッツキッズダンスクラス（中高生）
10. 阿見スタジオ キッズストリート中級A(火)
11. 阿見スタジオ ストリートダンスTOP-B

16日（日） 開場15：00／開演15：30／終演17：00　　
1. 阿見スタジオ ストリートダンス中高生中級（土）
2. ジョイフルアスレティッククラブHIPHOP(木)低学年・高学年合同 
3. 阿見スタジオ キッズストリート中級Ｂ(土)
4. L-DREAMER
5. ジョイフルアスレティッククラブHIPHOP(木)幼児
6. さぬきスタジオ キッズストリート高学年（火）
7. 阿見スタジオ オープンクラス有志
8. MKSD
9. 阿見スタジオ キッズストリート初級(火)
10. 阿見スタジオ ストリートダンス中高生初級（月）
11. ストリートダンスTOP-A
   

15日（土） 開場16：30／開演17：00／終演18：30　　
1. さぬきスタジオ キッズストリート中級（土）
2. ジョイフルアスレティッククラブHIPHOP(月)幼児
3. 阿見スタジオ キッズストリート初級(木)
4. Heavy Wonder
5. さぬきスタジオ オープンクラス有志
6. 阿見スタジオ キッズストリート中級Ａ(土)
7. 阿見スタジオ ちびっこストリート(土)
8. さぬきスタジオ キッズストリート低学年（火）
9. たつのこキッズダンスクラス
10. さぬきスタジオ ストリートダンス中高生（月）

ストリートダンスの部（牛久文化ホール）出演クラス一覧

バレエ・コンテンポラリーダンスの部(ノバホール)出演クラス一覧

11日（火・祝） 開場12：30／開演13：00／終演14：30　
演目：第1部「コンサート」   第2部「くるみ割り人形」
バレエSクラス
つくばスタジオ　バレエ高等科Ａ
つくばスタジオ　バレエ高等科Ｂ
つくばスタジオ　バレエ中等科Ａ
つくばスタジオ　バレエ中等科Ｂ
つくばスタジオ　バレエ中等科Ｃ

11日（火・祝） 開場17：30／開演18：00／終演19：30　
演目： 第1部「コンサート」   第2部「Alice in Wonderland」
つくばスタジオ　バレエ初等科（火）
つくばスタジオ　バレエ初等科（木）
つくばスタジオ　エンジョイバレエ1
つくばスタジオ　エンジョイバレエ2
バレエオープンクラス初級 有志
バレエオープンクラス中級 有志

コンテンポラリーＳクラス
つくばスタジオ　コンテンポラリー中級Ａ
つくばスタジオ　コンテンポラリー中級Ｂ
つくばスタジオ　コンテンポラリー初級

第16回DAS 合同発表会

REBORN
1998 年、3つのダンスサークルが集まって開催したDAS合同発表会。あれから 16年…今年も地域のダンスサークル
やダンススクールの仲間が集い、本格的な舞台で 1年間の成果を発表します。16回目の今回は 5日間・全 12公演で
開催。この舞台を目標に、日々練習に励んできた出演者のみなさんのキラキラ輝く笑顔を、応援に来てください！
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ストリートダンスバレエ・コンテンポラリー

＜主催・お問合せ＞
NPO法人Dance Association Seeds（DAS）〒305-0821 つくば市春日3-20-12 / tel&fax 029-859-3313　
mail  info@das-dance.com / URL  http://www.das-dance.com　　★当日緊急連絡先　090-4209-8515

全プログラム入場券制となります（無料）全プログラム入場券制となります（無料）

2014/02/11（火）@ノバホール

2014/02/08（土）@ノバホール
2014/02/09（日）@ノバホール
2014/02/15（土）@牛久文化ホール
2014/02/16（日）@牛久文化ホール

ノバホールの地図（住所：つくば市吾妻1-10-1）
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※専用駐車場はありませんので近隣の有料駐車場をご利用下さい
※「 TXつくば駅」から徒歩5分
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牛久市中央
生涯学習センター

文化ホール

牛久市中央生涯学習センター文化ホールの地図

（住所：茨城県牛久市柏田町
　　　1606-1）

※駐車場の数に限りがございますのでご了承ください。

※「 常磐線牛久駅」からバスをご利用の方は、コミュニティバス
　『かっぱ号』をご利用ください。

Ａプログラム Bプログラム Cプログラム

Dプログラム Eプログラム Fプログラム

Gプログラム Hプログラム

Iプログラム Jプログラム

Ａプログラム Bプログラム

（プログラム順は変更になる場合があります）

（プログラム順ではありません）

（プログラム順は変更になる場合があります）

入場券のお申込みはホームページより
1/6（月）～ スタート

入場券のお申込みはホームページより
1/6（月）～ スタート http://www.das-dance.comhttp://www.das-dance.com


