
15周年だよ 全員集合!!

＜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

2013/2/23(土)・2/24(日)＠つくばカピオ

入場無料(自由席)

10:30～12:30
Ａプロ

17:30～19:30
Ｃプロ

14:00～16:00
Ｂプロ

ストリートダンス
＠アリーナ

12:30～13:30
Ａプロ

バレエ・コンテンポラリー
＠ホール

10:30～12:00
Ｄプロ

13:30～15:00
Ｅプロ

16:30～18:00
Ｆプロ

12:30～13:30
Ｂプロ

17:30～18:30
Ｃプロ

2/23
（sat）

2/24
（sun）

10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00

☆開場は開演の30分前になります

ストリートダンス
＠アリーナ

バレエ・コンテンポラリー
＠ホール

1F席（1200席）
　プログラムごとに完全入れ替え制
　　　　　　　　　　　　　
2F席（400席）
　10時～20時まで随時ご利用可能

アリーナ
ストリートダンスの部

＊入場券は必要ありません＊

第15回DAS発表会

イラスト/根本花梨

つくばカピオの地図（住所：つくば市竹園1-10-1）
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※お車でお越しの際は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

＜Ａプログラム＞
23日（土） 開場10：00／開演10：30／終演12：30　
1. OG generation
2. 学園スタジオ キッズストリート初級(火)
3. 学園スタジオ ちびっこストリート(木)
4. 春日キッズダンスクラス
5. 八郷中高生クラス
6. 新阿見スタジオ キッズストリート中級Ｂ(土)
7. ジョイフルアスレティッククラブHIPHOP(月)幼児
8. 並木キッズダンスクラス
9. つくばスタジオ ママさんストリート有志
10. ハッピーキッズダンスクラス東小
11. 並木ちびっこストリート
12. L-DREAMER
13. キッズダンス共和国（二の宮）
14. 学園スタジオ キッズストリート中級A(水)
15. T-jump
16. キッズストリートTOPクラス

＜Ｂプログラム＞
23日（土） 開場13：30／開演14：00／終演16：00　　
1. さぬきスタジオ キッズストリート高学年（月）
2. 岩井ちびっこストリート
3. 桜南キッズダンスクラス
4. バリアフリープレイクラス・Heavy Wonder合同
5. PawaFrieNds
6. 八郷キッズダンスクラス
7. 柳橋キッズダンスクラス
8. 学園スタジオ キッズストリート中級A(土)
9. 手代木ちびっこストリート
10. さぬきスタジオ キッズストリート低学年（月）
11.ラビッツキッズダンスクラス（小学生） 
12. 学園スタジオ キッズストリート初級(金)
13. C-style
14. キッズダンス共和国（手代木）
15. 新阿見スタジオ キッズストリート中級B(木)
16. 新阿見スタジオ ストリートダンス中高生初級（土）

＜Ｃプログラム＞
23日（土） 開場17：00／開演17：30／終演19：30　　
1. 学園スタジオ ストリートダンス中高生中級（月）
2. さぬきスタジオ 土曜日クラス合同
3. スマイルキッズダンスクラス
4. ぷちzippy mate
5. 関城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(火）
7. Smile Makers
8. ジョイフルアスレティッククラブHIPHOP(月)高学年
9. 学園スタジオ ストリートダンス中高生初級(土）
10. 新阿見スタジオ キッズストリート初級(木)
11. バリアフリーチャレンジクラス
12. Black☆Stars
13. 竹園キッズダンスクラブ
14. ラビッツキッズダンスクラス（中高生） 
15. 新阿見スタジオ キッズストリート中級Ａ(土)
16. 新阿見スタジオ ストリートダンスTOP-B

＜Ｄプログラム＞
24日（日） 開場10：00／開演10：30／終演12：00　　
1. Shine☆Ｂ
2. 沼崎キッズダンスクラス
3. 学園スタジオ ちびっこストリート(土)
4. ジョイフルアスレティッククラブHIPHOP(月)低学年
5. D-mates
6. 学園スタジオ キッズストリート初級(土)
7. ジョイフルアスレティッククラブHIPHOP(木)幼児
8. Flying kidsダンスクラス 
9. 学園スタジオ ストリートダンス中高生初級(金)
10. 都和キッズダンスクラス
11. 学園スタジオ キッズストリート中級Ｂ(月)
12. 新阿見スタジオ ストリートダンス中高生中級(金)・(土)合同

＜Ｅプログラム＞
24日（日） 開場13：00／開演13：30／終演15：00　　
1.新阿見スタジオ ストリートダンス中高生初級(月)
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. さぬきスタジオ ちびっこストリート（火）
4. さぬきスタジオ キッズストリート(火)低学年・高学年合同
5. たつのこキッズダンスクラス
6. 新阿見スタジオ オープンクラス有志
7. Zippy mate
8. ラビッツキッズダンスクラス（幼児）
9. 岩井キッズダンスクラス
10. 新阿見スタジオ キッズストリート初級(火)
11. 学園スタジオ キッズストリート中級Ｂ(木)
12. 学園スタジオ ストリートダンスTOP-B 

＜Ｆプログラム＞
24日（日） 開場16：00／開演16：30／終演18：00　
1. 学園スタジオ ストリートダンス中高生中級(土）
2. ひたち野うしくキッズダンスクラス
3. 新阿見スタジオ ちびっこストリート(火)(土)合同
4. 学園スタジオ キッズストリート初級(月)
5. さぬきスタジオ ストリートダンス中高生（月）
6. 学園スタジオ キッズストリート中級Ｂ(土） 
7. キッズダンスDREAMER
8. 学園スタジオ オープンクラス有志
9. 新阿見スタジオ キッズストリート初級(土)
10. Z-mate
11. 新阿見スタジオ キッズストリート中級A(火)
12. ストリートダンスTOP-A

ストリートダンスの部（アリーナ）出演クラス一覧

バレエ・コンテンポラリーダンスの部（ホール）出演クラス一覧

＜Ａプログラム＞
23日（土） 開場12：00／開演12：30／終演13：30　
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 コンテンポラリー初級 
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 コンテンポラリー中級A 
コンテンポラリーSクラス
バレエSクラス

＜Ｂプログラム＞
24日（日）  開場12：00／開演12：30／終演13：30　
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A 
つくばスタジオ バレエ高等科A 
バレエオープンクラス初級
バレエオープンクラス中級

＜Ｃプログラム＞
24日（日）  開場17：00／開演17：30／終演18：30
つくばスタジオ バレエ中等科 D
つくばスタジオ バレエ中等科C
 阿見スタジオ バレエ中等科合同
つくばスタジオ バレエ高等科B 
バレエSクラス  

おまつりひろば（外会場）

ご来場いただいた地域の皆様や出演者の皆様に
DAS発表会をもっともっと楽しんでいただきたい!!
おまつりひろば（外会場）も盛り上がっています!!!

DASグッズ販売ブースでは、
発表会記念Ｔシャツをはじめ
15周年記念グッズなど新作も登場！
お楽しみに♡

あたたかいコーヒー・軽食
スイーツなどの販売もあります

どうぞご利用ください♡

入場券が必要です
入場券のお申込みはホームページより

http://www.das-dance.com

ホール
バレエ 

コンテンポラリーダンスの部

＊入場券制＊


