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第3回大会

2021年 5 / 9 （日） @ 牛久文化ホール
茨城No.1!! 5分にかけた青春に光を

つかめ

ダンスコンテスト
「THE LIGHT」
5/9（日）牛久文化ホール
開場10：00 開演10：30 終演12：30

表現は

無限大!!これが現在（いま）の私たち

ダンスリサイタル
「WE ARE」
5/9（日）牛久文化ホール
開場16：00 開演16：30 終演18：30

「茨城県中高生ダンスサミット」
にご来場いただく皆様へ
〜 新型コロナウイルス感染拡大防止にご協力ください 〜

＜ご来場いただく前に・・・＞

■以下に該当される方はご来場をお控えください ※チケット料金は払い戻しいたします
1. 発熱、息苦しさ、強いだるさ、咳、咽頭痛などの症状がある方
2. ご家族に
［1.］の症状がある方
3. 過去2週間以内に感染拡大している国や地域への渡航歴がある方
4. 新型コロナウイルス感染症陽性とされた方との濃厚接触がある方
5. その他、体調に不安がある方

＜ご来場いただく際のお願い＞

1. 必ずマスクを着用してください。
2. 会場入口での検温・健康チェック・手指消毒にご協力ください。
3. 密集しての雑談、大声での会話はお控えください。
4.「THE LIGHT」
と
「WE ARE」は完全入替です。開場時刻まで入場できません。

※状況により当日入場をお断りする場合がございます。予めご了承ください
※来場者が感染症を発症した場合、牛久市や保健所等へ情報提供を行い、適切に対応いたします

＜会場・客席でのお願い＞

1. 牛久文化ホール内は飲食禁止になっております。
ロビーをご利用ください。
2. 全席指定席となっておりますので、
ご自身の座席以外に移動しての利用は
ご遠慮ください。
また、立見は消防法により禁止されております。
3. 必ずマスクを着用してください。
大きな声での声援はご遠慮いただき、ぜひ拍手で盛り上げてください。
4. ホール内での写真撮影・ビデオ撮影はご遠慮ください。
また、
スマートフォン・携帯電話・ゲーム機・アラーム付時計は音の出ない設定に
してください。
5. 再入場の際には、出入り口のスタッフにお声掛けください。
6. 牛久文化ホール館内は全面禁煙です。
7. 会場内ではスタッフの指示・誘導に従ってください。
8. 参加者へのプレゼントのお預かりは行っておりません。
「第3回茨城県中高生ダンスサミット」
新型コロナウイルス感染拡大防止対策のガイドライン

主催：特定非営利活動法人Danc e A s s o cia t io n S eeds
共 催：筑 波 大 学 舞 踊 研 究 室
後 援：茨 城県、茨 城県教育委員会、茨城県高等学校体育連盟、茨 城 県 女 子 体 育 連 盟 、スポーツによる地 方 創 生 官 民 連 携プラットフォーム
（茨城 県，龍ケ崎 市，下妻市，常総市，牛久市，守谷市，筑 西 市，坂 東 市，つくばみらい市，取 手 市）、牛 久 市、牛 久 市 教 育委員会

「第3回茨城県中高生ダンスコンテスト THE LIGHT」
5月9日（日）牛久文化ホール

THE LIGHT

審査委員長
審査委員

開場10:00／開演10:30／終演12:30

寺山 由美 ／筑波大学人間総合科学研究科 准教授
大足 かおり／茨城県女子体育連盟 副会長
Akiho
／ダンサー（HONESTLIVE、FabulousSisters）
林田 祐樹 ／NPO法人Dance Association Seeds理事長

オープニングアクト：DAS地域スポーツ応援部 BRILLIANTS★
①下館第一高等学校 ダンス部 S1D
「brighten your tomorrow」

⑦下館第二高等学校 ダンス同好会 Iris

下館一高ダンス部S1Dです！
日々の限られた練習時間の中で、メリハリを
つけて楽しく活動しています。たくさんの人
を笑顔にできるようなダンス部を目指してい
ます！

下館二高ダンス同好会「Iris」です。部員は
３年生１５名、２年生９名の計２４名で、地
域のイベントやお祭りにも積極的に参加し、
元気に楽しく活動しています！

②常磐大学高校 ダンス部
「Power」

⑧水戸商業高等学校 ダンス部

私たち常磐大学高校ダンス部では、3年生11
名、2年生27名の計38名で活動をしていま
す。見てくださる方に笑顔を届けることを目
標に日々練習に取り組んでいます。

私たちは明るく元気で笑顔のたえないチーム
です。いつもとは違う、かっこよくてセクシ
ーな演技をご覧ください。

③大成女子高等学校 ダンス部
「Girls Beat」

⑨東洋大学附属牛久中学校・高等学校

大成女子高等学校ダンス部は、楽しく笑顔で！をモ
ットーに地域のイベントや大会に出演しています。
茨城大学「踊りや」所属の講師の先生のもと、日々
HipHopの練習に励みます。初心者も多いですが、
お互いに高め合いながら楽しく踊っています。

④東洋大学附属牛久中学校・高等学校
ダンス部

「Win the COVID-19」
こんにちは。東洋大学附属牛久高等学校ダンス部で
す。私たちは普段HIP HOP、JAZZ、チアなどの様
々なジャンルに挑戦しています。コロナウィルスに
負けない私たちの元気で熱いパフォーマンスを、ぜ
ひ、ご覧ください。

⑤霞ヶ浦高等学校 チアダンス部
SPARKLE☆BUNNIES

「生生世世」
SPARKLE☆BUNNIESです。
ほとんどの活動が制限された1年。「今でき
る事を精一杯」を合言葉に踊り続けてきまし
た。今年度はまずこのダンサミから。発表で
きることに感謝して思いきり楽しみます！

⑥常磐大学高等学校 ダンス部
（チアリーダー） Vigors

「you&me」
主にチアダンスを中心に練習していますが、
今回はその中で身につけた技をたくさん取り
入れた創作ダンスに挑戦します。仲間と共に
ダンスができる喜びを表現できるように頑張
ります。

「新しい元号は平成です！？
～今だから聴きたい平成ヒット曲～」

Blue Twinkle's

「前進～新しい挑戦～」

中学ダンス部

「Cheerful Smile」
私たち東洋大学附属牛久中学校・高等学校
中学ダンス部です！現在、３年生４人と２年
生７人の計１１名で活動しています。

⑩明秀学園日立高等学校 ダンス部
Blue Fairies

「捨てられた人形 ～ あぁ、無情！」
今年度は「できっこないをやらなくちゃ」を
テーマに活動します。コンクールでもベスト
を尽くし、上位入賞を目指します。

⑪水戸第二高等学校 ダンス部
「警泥」
全てはこの水戸第二刑務所で始まった。正義
に適う警察と呑気で滑稽な泥棒の鬼ごっこ。
両者の戦いはいかに！？

⑫水戸三高ダンス部velvet
「夢」
こんにちは。水戸三高ダンス部velvetです。
「夢」をテーマにどんな状況でも夢を追いか
ける私たちの熱いパフォーマンスをどうぞご
覧ください。

＜結果発表・表彰式＞
今回、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、イベント内での結果発表・表彰式は行いません。
受賞結果は、当日5/9（日）20:00にDASホームページ上で発表いたします。
結果発表はこちら▶▶
タップするとDASホームページに移動します

「第3回茨城県中高生ダンスリサイタル WE ARE」
5月9日（日） 牛久文化ホール
開場 16:00／開演 16:30／終演 18:30

茨城県中高生

★コメンテーター★
寺山 由美 先生 ／ 筑波大学人間総合科学研究科 准教授
林田 祐樹 先生 ／ NPO法人 Dance Association Seeds理事長

ダンスリサイタル

①取手第一高等学校 ダンス部
8代目S舞LaNd
「"smile"」

⑥東洋大学附属牛久中学校・
高等学校 中学ダンス部
「Cheerful Smile」

こんにちは！取手第一高等学校ダンス部の8代目S舞
LaNdです。私たちは「笑顔」をモットーに日々練習
に励んでいます。練習の成果を100%出せるよう7人
で頑張って踊るので、応援宜しくお願い致します！

私たち東洋大学附属牛久中学校・高等学校
中学ダンス部です！現在、３年生４人と２年
生 ７ 人 の 計 １ １ 名 で 活 動 し て い ま す。

②水戸第三高等学校 ダンス部
Wings
「Beat up ~新たな敵~」

⑦霞ヶ浦高等学校 チアダンス部

私たちWingsは、17人の仲間とともに日々部
活に励んでいます。初めての大きなイベント
なので練習の成果を発揮できるよう頑張りま
す。

SPARKLE☆BUNNIES 2nd ２年生チームです。
入部以来コロナの影響で活動が制限されてきた1
年分を、今年はダンスを通して思いきり楽しみた
いです！

③つくば秀英高等学校
チアダンス部
「I can't stop me」

⑧ラビッツダンスクラブうしく

つくば秀英高等学校チアダンス部です。初め
てのイベント参加になります。初めてですが
、一生懸命練習してきました。セクシーな振
り付けに注目してください。

こんにちは。ラビッツダンスクラブうしくで
す！毎週火曜日に牛久で活動している中高生
のダンスサークルです！
みんなも一緒にダンスを楽しみましょう！

④水海道第一高等学校
ダンス同好会
「first stage」

⑨霞ヶ浦高等学校 チアダンス部

水海道一高ダンス同好会です！
結成から約一年半になります。
初心者が多く、舞台に立つことが初めてメンバーもい
て緊張しますが当日は6人でしっかり息を合わせて踊
ります！

SPARKLE☆BUNNIES 3rdはチアダンス部３年
生18名です。個性豊かなメンバーで毎日明るく
楽しく活動しています！

⑤ZEAL＋。
（ MI-XX DANCE CLUB ）
「SHOW TIME」

⑩茨城県中高生ダンスワークショップ

こんにちは！ZEAL＋。（ジールプラス）です！チー
ムワーク抜群、ダンスが大好きなメンバー達が踊る
SHOWTIME♪皆様に楽しんでいただけるようメンバ
ー一同頑張りますので、応援をお願いします！

ゲスト講師としてAkihoさん・AOIさんをお招きし、
県内の中高生ダンサー27人と創り上げたスペシャル
なナンバー作品！
若さ溢れる今この瞬間の青春をお楽しみください。

SPARKLE☆BUNNIES 2nd

「Flow of time」

（ DASダンスサークル ）

「Dynamite Rabbits」

SPARKLE☆BUNNIES 3rd

「Great show for you」

CROSSOVERナンバー企画

「Bloom of youth」

ゲストパフォーマンス

筑波大学ダンス部
「天地創造」

筑波大学ダンス部は、様々なバックグ
ラウンドを持つメンバーと共に、日々
ダンスの世界に挑戦し続けています。
この様な大変なご時世の中、作品を披
露する機会を頂けることに感謝を込め
て、今出来る表現を楽しみます！

Akiho＆AOI
「To blends」
キッズ時代からダンスを始め、茨城を中心に
活動している。互いに世界大会の受賞歴を持
ち、ジャッジやゲストショーなど多方面で活
躍している。JAZZ と HIPHOP、それぞれ
独自のスタイルを融合した、この日の為に作
られた初のショーケースお楽しみに！

ダンサミ
「個人・企業サポーター」
についてのお願い
茨城県中高生ダンスサミットは、第2回大会の中止・第3回大会の入場制限等をうけ、財政的に非常
に厳しい運営を迫られております。
しかしながら、今大会は今年卒業していく3年生のためにも何とか開
催したく、試行錯誤しております。
そこで、
ダンスサミットへの支援を募る「個人・企業サポーター」を募集中です。個人・企業サポーター
のお申込みは右下の「個人・企業サポーター申込みフォーム」
よりお申込みください。
すでにご支援いただいた皆様におかれましては、心より御礼申し上げます。
中高生のダンスの輪をつなぎ続けるため、皆様のあたたかいご支援の程、何卒お願い申し上げます。

「第3回茨城県中高生ダンスサミット」個人・企業サポーター様一覧
※5/1更新 ※お申込み順での掲載です

霞ヶ浦高等学校 様
さかい内装 様
宮川建材（株） 様

ダンサミ
！
ダンサミサポーター募集中
サポーター募集中！
！
！
まで受付中
ご支援は
ご支援は7/31
7/31（土）
（土）
まで受付中

ほか

第3回茨城県中高生ダンスサミット

茨城県中高生ダンスサミット
（ダンサミ）は、茨城県内の中学校や高校のダンス・チア・新体操などの身
『交流と学びの場』。
体パフォーマンスを行っている部活動や同好会、地域のサークルやスクールが集う
お互いに認め合い、助け合い、高め合い、芸術や表現に関する知識や教養を高め活気溢れる時間と空
間を創造。茨城から世界に羽ばたく人材の輩出を目指します！

第3回大会

共催 ／ 筑波大学舞踊研究室
後援 ／ 茨城県、茨城県教育委員会、茨城県高等学校体育連盟、茨城県女子体育連盟、
スポーツによる地方創生官民連携プラットフォーム（茨城県、龍ヶ崎市、下妻市、常総市、牛久市、守谷市、筑西市、坂東市、
つくばみらい市、取手市）、牛久市、牛久市教育委員会

制作協力 ／ LUCE BIANCA、第二映像企画、D-Life Entertainment
CROSSOVER講師（ナンバー）／ Akiho＆AOI
CROSSOVER講師（5/8）／ 筑波大学舞踊研究室・筑波大学ダンス部（齋藤 瀬奈、宮 悠介、山本 芽衣、池田 美里）

参加協力団体

主催・企画制作
お問い合わせ

茨城県立下館第一高等学校／茨城県立下館第二高等学校／茨城県立取手第一高等学校／茨城県立水海道第一
高等学校／茨城県立水戸商業高等学校／茨城県立水戸第二高等学校／茨城県立水戸第三高等学校／霞ヶ浦高
等学校／大成女子高等学校／つくば秀英高等学校／東洋大学附属牛久中学校・高等学校／常磐大学高等学校／
明秀学園日立高等学校／MI-XX DANCE CLUB／DASダンスサークル
NPO法人Dance Association Seeds（DAS） 〒305-0821 つくば市春日3-20-12
【Tel&Fax】029-859-3313 【メール】info@das-dance.com
【ホームページ】http://das-dance.com 【当日緊急連絡先】090-4209-8515

