
★ 前売販売期間 ★

下記の必要事項をご記入の上、メールにてお申込みください＞＞  info@das-dance.com
【件名】SWING SETチケット申込み  【必要事項】①氏名 ②電話番号 ③チケット種別/枚数

★ 申込み方法 ★

1/9（月・祝）10:00～1/27（金）18:00

ホームページのチケットフォームからもお申込みいただけます！ ※お申込み後3日が過ぎても連絡がない場合は、
　お手数ですがDAS（029-859-3313）までご連絡ください

※売り切れの場合、期間終了前に販売を終了することがあります

指定席：［前売］ 大人   2,000円 ／ 学生（大学生以下）  1,500円  ※当日券は500円増★ チケット ★
 ※YO!!りとるだんさ～ず!! / SWING SETは完全入替制です

2016年に活躍したパフォーマンスチームが勢ぞろい

一夜限りのスペシャルショーケース！！
2016年に活躍したパフォーマンスチームが勢ぞろい

一夜限りのスペシャルショーケース！！

BAMBOO SHOOT / 筑波大学ダンス部 / Japarad / Shiz Maindz

13-mind lockers / GLC!! / Interest / POSSE / Melleriodeus

MICRION★ / G-MARK2! / 笹村奈央 / stella / EXPROOODE

H☆JACK / 雪乃 / cheer☆ふる / Potato Headz / moka

阿見町SHAKERS mode:F / もぉ / 寺澤亜海 / petit☆stella

Flower Rainbow [おしえて！！推しパフォ♪♪最多得票チーム]　　　　　　　　　ほか

ゲスト city vibe / IB 6 side / JUNGLE MOVER

出 演

 開 場　 16：30

 開 演　 17：00

 終 演　 19：30

 開 場　 16：30

 開 演　 17：00

 終 演　 19：30

詳細はホームページにてご覧ください！
 http://das-dance.com

つくばベストチームパフォーマンス賞
HOUSE ダンスチーム  Interest

つくばベストチームパフォーマンス賞
HOUSE ダンスチーム  Interest

つくばベストソロパフォーマンス賞
コンテンポラリーダンサー  笹村 奈央

つくばベストソロパフォーマンス賞
コンテンポラリーダンサー  笹村 奈央

その年に最も活躍したダンスパーソンや団体を表彰！
つくばを拠点に活躍するパフォーマーの皆さん、さらには
地域に夢と希望を与える取り組みを紹介します。

★★★出演者の情報をSNSでチェック★★★ http://www.facebook.com/
DanceAssociationSeeds
http://www.facebook.com/
DanceAssociationSeedshttp://twitter.com/npo_DAS

おどるの大好き！ あそぶの大好き！

ちびっこが主役のダンスイベント★

ちびっこならではの感性が爆発する「ダンスショーケース」
をお楽しみいただいた後は、ハッピーダンスマンショーや
大玉送りなどのスペシャルコーナーでもりあがろう！ さらに
ロビーにはお子さんと一緒に遊んで楽しめる「ちびっこパー
ク」が登場！！
いっぱい遊んでいってください★

ちびっこならではの感性が爆発する「ダンスショーケース」
をお楽しみいただいた後は、ハッピーダンスマンショーや
大玉送りなどのスペシャルコーナーでもりあがろう！ さらに
ロビーにはお子さんと一緒に遊んで楽しめる「ちびっこパー
ク」が登場！！
いっぱい遊んでいってください★

かわいく★そしてかっこよくかわいく★そしてかっこよく

★チケット ： 自由席［前売］大人 1,000円／学生（小学生～大学生） 500円　

★前売チケット販売期間：1/9（月・祝）10:00～1/27（金）18:00

★チケット ： 自由席［前売］大人 1,000円／学生（小学生～大学生） 500円　

★前売チケット販売期間：1/9（月・祝）10:00～1/27（金）18:00

未就学児は無料

ホームページのチケットフォームからもお申込みいただけます！

下記の必要事項をご記入の上、メールにてお申込みください＞＞  info@das-dance.com
【件名】りとるだんさーずチケット申込み 
【必要事項】①氏名 ②電話番号 ③チケット種別/枚数 ④未就学児人数［お席確保のため、4歳～未就学児のお子さんの人数をご記入ください］

★チケット申込み方法★　ホームページのチケットフォームからもお申込みいただけます！

開場10：30／開演11：00／終演12：30開場10：30／開演11：00／終演12：30

※売り切れの場合、期間終了前に販売を終了することがあります※売り切れの場合、期間終了前に販売を終了することがあります

※当日券は500円増※当日券は500円増

Melleriodeus
★Birthday予選２回戦 ４位

MICRION★
★Birthday最終予選 5位

笹村 奈央
★第35回あきた全国舞踊祭ソロ部門ジュニア2部 3位
★第29回こうべ全国洋舞コンクールモダンダンス部門モダンダンスジュニア２部 1位
★第31回ヨコハマ・コンペティションモダンジュニア2部門 4位　　ほか

EXPROOODE
★GRANDSOUL予選2回戦 準優勝
★レインボーカップ2016 小グループ部門 グランプリ

雪乃
★GRANDSOUL 予選１回戦 SOLO部門 優勝　★CCCコンテスト U15ソロ部門 優勝
★evolutionシダックス・アカデミー杯 ソロ部門 優勝
★POP CORN DANCE CONTEST U15 優勝　　　　　　　ほか

Potato Headz
★Birthday予選2回戦 4位

阿見町SHAKERS mode:F
★レインボーカップ2016　大グループ部門　グランプリ

stella
★第4回座間全国舞踊コンクール ジュニアアンサンブル部門 第1位
★第31回ヨコハマコンペディション ジュニア2部 努力賞（総合12位）
★第35回あきた全国舞踊祭 群舞部門 入選（総合6位）　　　　　　　ほか

H☆JACK
★EXPRESSION BATTLE GP 優勝

cheer☆ふる
★第4回つくばダン魂 フリー部門 優勝
★DANCE CREATION KIDS 準優勝・チームワーク賞

moka
★IMPROVE U12ソロバトル 準優勝　★soulm8 U12ソロバトル 2017FINAL 1st予選 優勝
★TOP OF THE DANCE U12ソロ部門 5位
★GRANDSOUL予選3回戦 SOLO部門 準優勝

G-MARK2!
★第4回つくばダン魂　規定部門　優勝

筑波大学ダンス部
★第29回全日本高校・大学ダンスフェスティバル（神戸）　文部科学大臣賞

Shiz Maindz
★GRANDSOUL予選3回戦 3位

GLC!!
★TRIALコンテスト優勝
★Popcornコンテスト優勝
★日女健美祭コンテスト準優勝　ほか

POSSE
★第2回うつのみやジュニアダンスフェスティバル（審査委員賞）
★DANCE START VOL.15 (KIDS部門優勝)      ★Birthday2016 予選1回戦 (小学生部門第4位)
★西真岡ダンス＆ヴォーカルコンテスト2016（ダンス部門第3位）　　ほか

BAMBOO SHOOT
★UDOヒップホップチャンピオンシップ日本大会
　ペアレンツ部門優勝 / デュオ部門優勝
★タイムボカンコンテスト　特別賞　★Run up コンテスト　over35部門優勝

Japarad
★ZEROコンテスト2016 茨城予選 優勝
★Soulm8 2016予選 優勝
★VERSUSダンスコンテスト2016 優勝

13-mind lockers
★With★★★    open部門　優勝
★RUN UP!   U-18部門　優勝
★LL dance contest  open部門　３位

Interest
★Birthday2016予選2回戦 優勝
★キラチャレ2016 ダンス部門 グランプリ
★ALL JAPAN SUPER KIDS 関東予選二回戦 優勝　　ほか

寺澤 亜海
★第49回埼玉全国舞踊コンクール2016 モダンジュニア部 入賞次点の1
★第31回ヨコハマコンペディションジュニア2部 赤い靴賞（総合33位）
★第35回あきた全国舞踊祭 ジュニア2部 入賞2（総合5位）　　　　　　ほか

Flower Rainbow  ［おしえて！！推しパフォ♪♪最多得票チーム］
★DANCE START 4位
★TOP OF DANCE KIDS U-12部門 5位

もぉ
★レインボーカップ2016　ソロ部門　グランプリ

petit☆stella
★第73回東京新聞主催全国舞踊コンクール現代舞踊第2部 入選（総合28位）
★第35回あきた全国舞踊祭 群舞部門 横山慶子奨励賞

city vibe
いま、茨城で最も「楽しく」「ファンキー」な LOCKIN’チーム

★GRANDSOUL 予選 1回戦 優勝

JUNGLE MOVER
茨城生まれ、茨城育ちの若手No.1 HIPHOP チーム

★CHANGES vol.1 優勝
★ZEROコンテスト 2016 茨城予選 準優勝

IB 6 side
国道6号線から世界に発信!!オリジナルPOPPIN’スタイル

★GRANDSOUL予選3回戦 優勝

※YO!!りとるだんさ～ず!! / SWING SETは完全入替制です※YO!!りとるだんさ～ず!! / SWING SETは完全入替制です

未就学児は無料


