DASフェスを100％楽しむために！
！〜 会場でのルールとお願い 〜

つくばエクスプレス
研究学園駅

会場 MAP

●ゴミは分別して所定のゴミステーションへお願いいたします。池や芝生にゴミ・飲食物などを捨てないでください。
●研究学園駅周辺は禁煙区域です。喫煙スペースもありませんのでご了承ください。
●イス、シートの持込みは可能ですが、長時間のスペースの確保はご遠慮ください。一定時間使用がない場合、スタッフが
撤去いたしますのでご了承ください。 ※テーブルの持込みはご遠慮願います。

① ②

●他の方の視界を遮るもの（タープテント、パラソルなど）の持込みは禁止です。
●写真・動画の撮影は可能ですが、三脚やセルフィースティック等の補助機材を使用しての撮影は、他のお客様の観覧の妨
げとなりますのでご遠慮ください。

③ ④

⑤ ⑥

⑦ ⑧

フードエリア
本部・救護

●写真や動画をSNSやブログへ投稿する際は、被写体となる方の肖像権保護にご協力ください。
（全員の同意を得る、また
は顔が見えないように加工するなど） DAS・D-LifeのSNSで掲載したもの（クレジット入り）は転載可能です。

キッズ
スペース

●焚火、花火など火気の使用は禁止です。

ゴミ
ステーション

ダンスフィールド A
（駅側）
公園管理事務所

ゴミ
ステーション

●ローラースケートやキックボード、スケートボードなどは禁止です。
●小さいお子様をお連れの方で授乳やおむつ替えが必要な方は、本部テント横のキッズスペースまたは公園管理棟をご利用
ください。

仮設トイレ

●ペット同伴でご来場いただく場合、必ず他の方の迷惑にならないようにご配慮ください。
●違法駐車および近隣住民の迷惑となる行為は絶対におやめください。
＜車・バイクでお越しの方へ＞ 近隣の有料駐車場またはつくば市役所の駐車場（有料）をご利用ください。
＜自転車でお越しの方へ＞
自転車は会場西側の簡易駐輪場をご利用ください。
●会場内外で発生した事故や盗難等について、主催者は一切責任を負いません。
●飲酒運転は絶対におやめください。
●上記のルールを守っていただけない方、スタッフの指示に従っていただけない方、飲酒による泥酔など、出演者および
他の方のご迷惑となる場合は、退場していただきます。

ダンスフィールドB
10:00 オープニング
新守谷スタジオ BREAKIN'初級(小学生)
つくば南 JAZZ小学生中級
学園スタジオ キッズストリート小学生（金）
竹園キッズダンスクラブ
つくば南 キッズストリート小学生
守谷スタジオ キッズストリート小学生（月）
春日ROCKETSダンスクラブ
学園スタジオ キッズストリート小学生（土）
岩井キッズダンスクラブ（高学年）
阿見スタジオ キッズストリート中級B（木）
11:00
ひたち野うしくダンスクラブキッズ・ちびっこ合同
龍ヶ崎ちびっこストリート（火）
阿見ちびっこストリート（土）
守谷ちびっこストリート（水）
ウルトラビッツダンスクラブUSHIKU
手代木ちびっこストリート
ちびっこダンサ
ー
Dシアターちびっこストリート（土） 大集合★
阿見ちびっこストリート（火）
龍ヶ崎ちびっこストリート（土）
守谷ちびっこストリート（土）
取手ファミリーダンスクラブ
12:00
キッズダンス共和国（手代木）
守谷スタジオ キッズストリート小学生（水）

ダンスフィールド B
（市役所側）
①

②

13:00
D-Lifeダンススクール オープンHIPHOPナンバー
D-Lifeダンススクール オープンJAZZナンバー
つくばスタジオバレエ初等科
つくばスタジオバレエ中等科B(月土)
Dシアター コンテンポラリージュニアB
学園スタジオ ストリート中高生（金）
守谷スタジオ JAZZ中級小学生・中高生合同
学園スタジオ ストリート中高生中級（土）
守谷スタジオ ストリート中高生中級
新守谷スタジオ コンテンポラリー児童A・B合同
スマイルキッズダンスクラブ
14:00
Dシアター バレエ初等科（水）
Heavy Wonder
学園スタジオ ちびっこストリート（木）
並木ちびっこストリート
並木キッズダンスクラブ
Dシアター コンテンポラリー児童B

④

カフェ いちごや

moi!kka

フィンラガン
フィンラガン タイ料理
タイ料理 メーマリ
メーマリ

クレープ
スカッシュ
けずりいちご

タピオカ
ミルクティー
ケーキ

カレーライス
クラフトビール

ガパオライス
グリーンカレー

⑤

⑥

⑦

⑧

TWENTY.Inc

和食処
和食処 季粋
季粋

麺’s Bar MOG

●鈴カステラ
●Tシャツ
プリント体験

天むす、天丼
から揚げ、ビール

まぜそば、油そば

ダンスフィールドA
ダンスフィールドA

（市役所側）

ペア★関城ダンスクラブ
大野キッズダンスクラブ
川島キッズダンスクラブ
岩井キッズダンスクラブ（低学年）
Black★Stars
守谷スタジオ キッズストリート中級B（土）
Dシアター JAZZ小学生
守谷スタジオ JAZZ小学生
龍ヶ崎スタジオ アクロバット中級

③

出店ブース一覧

Dシアター バレエ初等科（金）
DANCE CLUB ANGEL Clap.A
スタジオα スタジオαチームF
MI-XX DANCE CLUB Eclass
スタジオLinK キッズヒップホップクラス
15:00
スタジオLinK AYUクラス
スタジオLinK ライアンPOPクラス
新守谷スタジオ BREAKIN'初級(中高生)
岩井ちびっこストリート
Dシアター JAZZ中高生
守谷スタジオ JAZZ中高生
つくばスタジオ エンジョイバレエ（土）
つくばスタジオ バレエ中等科A
新守谷スタジオ BREAKIN’入門
阿見スタジオ ストリート中高生中級（金）
16:00
Dシアター JAZZ中高生中級
D-Lifeダンススクール キッズストリートトップ
つくばスタジオ バレエ高等科B・高等科A・Sクラス
龍ヶ崎スタジオ ストリートトップB
守谷スタジオ ストリートトップB
学園スタジオ ストリートトップB
阿見スタジオ ストリートトップB
D-Lifeダンススクール ストリートトップA

17:00 フィナーレ

10:00 オープニング
学園スタジオ キッズストリート中級A（水）
龍ヶ崎スタジオ キッズストリート中級B（火）
ラビッツキッズダンスクラブうしく
Happiness☆SD
MKSD
阿見スタジオ キッズストリート小学生（土）
守谷スタジオ キッズストリート小学生（土）
学園スタジオ キッズストリート中級B（木）
龍ヶ崎スタジオ キッズストリート中級A
11:00
守谷スタジオ キッズストリート中級B（月）
阿見スタジオ キッズストリート小学生（木）
学園スタジオ キッズストリート小学生（木）
ハッピーキッズダンスクラブ東小
学園スタジオ キッズストリート小学生（月）
阿見スタジオ キッズストリート中級B（月）
阿見スタジオ キッズストリート小学生（火）
学園スタジオ キッズストリート中級B（土）
龍ヶ崎スタジオ キッズストリート小学生（土）
守谷スタジオ キッズストリート中級A
阿見スタジオ キッズストリート中級A
12:00
龍ヶ崎スタジオ キッズストリート高学年
学園スタジオ キッズストリート小学生（火）

龍ヶ崎スタジオ キッズストリート小学生（月）
学園スタジオ キッズストリート中級B（火）
阿見スタジオ キッズストリート中級B（土）
あそBeat☆Crew
つくば南 ストリート中高生（土）
守谷スタジオ ストリート中高生（土）
学園スタジオ ストリート中高生（土）
学園スタジオ ストリート中高生中級（月）
つくば南 ストリート中高生中級
13:00
学園スタジオ キッズストリート中級A（土）
龍ヶ崎スタジオ キッズストリート中級B（土）
桜南キッズダンスクラブ
キッズダンス共和国（二の宮）
都和キッズダンスクラブ
YG♪SOUNDS
沼崎キッズダンスクラブ
学園スタジオ キッズストリート中級B（月）
龍ヶ崎スタジオ キッズストリート小学生（火）
阿見スタジオ キッズストリート小学生（金）
Little BRILLIANTS☆
14:00
阿見スタジオ ストリート中高生（金）
D-Lifeダンススクール LOCKING講座(小学生)
D-Lifeダンススクール HOUSE講座(小中高合同)
D-Lifeダンススクール LOCKING講座(中高生)
学園スタジオ ママさんストリート講座
守谷スタジオ ストリート中高生（月）

（駅側）
（駅側）

D-mates
Pump it up!!
Shine☆B
Dシアター ストリート中高生（月）
阿見スタジオ ストリート中高生中級（土）
15:00
龍ヶ崎スタジオ ストリート中高生（月）
T-jump＋L-DREAMER合同
Smile Makers
C-style
PawaFrieNds
ラビッツダンスクラブうしく
阿見スタジオ ストリート中高生（土）
龍ヶ崎スタジオ ストリート中高生（土）
阿見スタジオ ストリート中高生（月）
龍ヶ崎スタジオ ストリート中高生中級
阿見スタジオ ストリート中高生中級（火）

最後はダンスフィールドBに集合！
みんなでフィナーレまで楽しもう!!

