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DAS 25周年記念公演DAS 25周年記念公演

スターツアーズ
～夢見る子どもたち～



＜ ごあいさつ ＞

＜ あらすじ ＞

　本日は、DAS25 周年記念公演「スターツアーズ」～夢見る子どもたち～にご来場頂
きまして、誠にありがとうございます。新型コロナウイルスの影響が続く中、このような公
演の機会を設けられたことは、本当に幸せなことだと思います。
　ご参加頂いた出演者の皆様、サポートして頂いた保護者の皆様、OG・OBの皆様、スタッ
フ、ご支援頂いた全ての皆様に、心より感謝申し上げます。四半世紀にわたるダンスを
通じた繋がりと連なりに思いを馳せながら、今日という一日が忘れられない素晴らしい一
日となることを心より願っています。

― いつか、きっとたどり着く ―

全ての努力が実を結び、このホールが達成感に満ち溢れた素敵な笑顔と歓喜の声に包ま
れ、次の世代に繋がるダンスの芽が育まれていくことを願いつつ、いよいよ宇宙への旅
が始まります。
それではどうぞ、最後までごゆっくりとお楽しみください。

無限に広がる宇宙―
夢見る子どもたちは、そんな宇宙のどこかにある、ダンスが大好き
な宇宙人たちが住んでいる「DAS 星」に行くため、宇宙飛行士を
目指すことに。
立ちはだかる様々な困難を乗り越え、5 人は無事に DAS 星にたど
り着くことができるのか！？
そして、夢を叶える幻の花「宇宙コスモス」とは…
果てしない宇宙への旅が、いま始まる。

特定非営利活動法人Dance Association Seeds　林田祐樹
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PROGRESS DAS 25周年記念イベント
2022年10/2（日）　DAS 25周年記念公演 「スターツアーズ～夢見る子どもたち～」
2022年10/2（日）　「DAS 25周年記念パーティー」
2023年1月～3月　「第25回DAS合同発表会」
2023年3/19（日）　「DASフェスティバル」



＜ 出演 ＞
【主人公たち】　ダンスと宇宙が大好きな夢見るこどもたち
　森田 葵／海老原 優樹／坂本 楓果／鈴木 夢乃／仁瓶 莉乃

【クラスメイト】　主人公たちが通う「DAS小学校」のダンスが大好きなクラスメイトたち
　金川 凌大／金子 くるみ／北島 采音／白田 結愛／竹中 菜々羽／
　冨山 いるは／森川 小蒔／安部 璃翼／坂野 諒／曽我 莉心／南 優月
　（担任の先生） 藤田 翔吾

【エンジニア】　主人公たちが無事に宇宙へ行けるように協力してくれる「DAS宇宙センター」の皆さん
　宇津野 由真／阿部 流音／下条 さくら／國政 深雪／上野 瑞華／高津 秀丞／圖司 美奈代

【エリート受験者】　「DAS宇宙センター」で日 ト々レーニングを積んでいるエリートたち
　白田 莉望／田上 澪／古井 菜々／高橋 早葵／田村 優宇／吉原 早姫／白田 留菜／曽我 心優／田島 亜美／三田 愛純／
　荒巻 伶奈／酒井 陽世／酒井 花菜／宮下 楓加／久保田 詠美／小沼 楓果／吉田 佳歩／梅村 莉帆
　（トレーナー） 坂本 晴一

【流れ星】　夜空を彩るきれいな流れ星。宇宙空間で見る流れ星は、地球から見る印象とはまた違うかもしれません
　楊 芊涵／佐藤 杏／上野 真歩／櫻井 結心／富樫 柚穂／宮崎 初花／楊 芊瑜／山下 美紗／今井 綾音／矢野 花帆／
　中島 己乃葉／森田 陽／岡田 真利亜／佐々木 琴音／吉田 悠花／飯島 菜月／岡田 空天羽／人見 颯南／木村 吏寿／
　伊藤 未唯／佐藤 未晏／北奥 ちひろ

【暗黒星雲ダークネビュラ】　宇宙空間にある、あらゆる光が吸収されてしまう暗黒星雲。巻き込まれると大ピンチ！！
　石井 想一朗／佐野 玲奈／中島 柚奈／長岡 希美／長野 由奈／青木 柚梨愛／海老原 愛恵／海老原 涼馬／神田 桜／
　佐々木 美緒／白田 莉望／小島 雪貴奈／高橋 早葵／田村 優宇／宮本 麻衣／吉原 早姫／石嶋 帆華／川口 凌／白田 留菜／
　曽我 心優／田島 亜美／三田 愛純／海老原 優菜

【ガーディアンDAS星人】　DAS星を守っている選ばれしDAS星人たち
　ICHI／佐々木 翔平／長野 雅大／江連 大和

【ナビナビDAS星人】　DAS星を案内してくれるDAS星人。DAS星の子どもたちが憧れるお兄さん、お姉さんのような存在
　田上 澪／長南 麻鈴／古井 菜々／髙石 蒼太

【ちびちびDAS星人】　DAS星にいるダンスが大好きなDAS星人の小さな子どもたち
　坂本 茉煕／島村 創城／竹中 利々羽／寺島 実歩／青木 唯斗／市橋 篤人／海老原 幸希／小潟 優翔／今野 千咲／
　鈴木 丈陽／豊崎 彩絵／深澤 美桜／村枝 礼／森田 望／渡辺 ひなた／小池 柚月／坂本 彩乃／島田 暖絆／関根 湊／
　寺澤 康平／山西 刹那／井上 彩

【チャラチャラDAS星人】　DAS星にいるHIPHOPが大好きなクールでカッコイイDAS星人たち
　飯田 桜空／市村 優奈／岡本 好未／岡本 菜々花／後藤 芽依／佐藤 万波／鈴木 和禾／高橋 ななみ／鶴見 遥／橋本 朔／
　浜田 鞠子／弓野 あこ／渡邉 優衣／岡野 百花／信田 凛乃介／野添 奏多／水野 楓花／谷貝 旺花／飯海 萌香／
　関口 ひなの／岸田 力

【パリパリDAS星人】　DAS星にいるダンスとパーティーが大好きな多種多様なDAS星人たち
　岩科 好美／梅村 理佳／大村 涼子／三瓶 佐織／杉本 友里／高嶋 恵子／新田 詠子／森井 尚之／山口 美穂子／
　山本 千恵子／山田 真由／流石 穂果／長岡 聖夜／永瀬 寛武／渡邊 行飛／桜井 健翔／井上 心暖／上條 生真／竹村 風音／
　福井 聖人／堀口 葉南／三原 芽依／矢部 優斗／小倉 優奈／土田 真優／三根 由美波／竹内 翔哉／萩原 達也／佐藤 皓平／
　須藤 大将／奈良 江里加／岩井 一朗／小池 利佳／田巻 以津香／村下 幸弘／上野 真帆／関戸 美音

【DAS星の王様】　DAS星を統べる、ダンスが宇宙一上手い王様
　林田 祐樹

【コスモスの妖精】　DAS星に咲く、夢を叶えてくれる幻の花「宇宙コスモス」の妖精たち
　土本 汐莉／野口 真央／俣木 愛優香／森 美月／青山 季依／井口 来夢／土井 理紗子／西村 明日菜／俣野 百花／
　土田 野乃花／小西 優奈／豊崎 愛奈／吉田 知椛／渡辺 麗／奥津 百恵／佐野 唯奈／青山 栞奈
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〒305-0821 茨城県つくば市春日3-20-12
TEL/FAX　029-859-3313 （月～金・10:00～18:00）　E-mail　info@das-dance.com　URL　http://das-dance.com
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NPO法人Dance Assciation Seeds（DAS）は、「ダンスで街を元気に！」を合言葉に、
つくば市や周辺地域でのダンスサークルの運営、ダンスイベントの企画・運営等の活動をしている団体です。

1998年の設立当初より、文化としてのダンスの発展に取り組んでおり、
地域・指導者・保護者が協力して運営する地域密着型のダンスクラブを目指しています。

［主催・企画］　特定非営利活動法人Dance Association Seeds
［協力］　筑波大学舞踊研究室
［制作］　DAS 25周年記念プロジェクトメンバー
　　　　（小松原 大平／上野 真帆／圖司 美奈代／高津 秀丞／久保田 詠美／小沼 楓果／長野 雅大／飯海 萌香）
　　　　DAS 25周年記念サポートメンバー（小潟 美紀／葛岡 理咲子／嵯峨 なつみ／仲澤 佳納）
［制作協力］　D-Life Entertainment
［技術顧問］　村田 芳子（筑波大学 体育系 名誉教授）
［脚本・演出］　DAS 25周年記念プロジェクトメンバー
［振付・指導］　上野 真帆／圖司 美奈代／高津 秀丞／久保田 詠美／小沼 楓果／長野 雅大／飯海 萌香／
　　　　　　  田巻 以津香／田中 栄三子／細川 幸子／坂本 晴一／佐々木 翔平
［指導補助］　岸田 力／関戸 美音／國本 悠人／田島 明理／関口 ひなの
［舞台監督］　小松原 大平／細川幸子
［音楽監修］　小松原 大平
［照明］　LUCE BIANCA／株式会社ジャスト
［音響］　MUSIC PLANT
［写真・映像］　（株）第二映像企画
［イラスト・印刷デザイン］　稲葉 智之
［25周年記念公演Tシャツ］　NITRO ASH
［衣装］　仲澤 佳納／DAS 25周年記念プロジェクトメンバー／HOOD WORKS
［舞台美術］　DAS 25周年記念プロジェクトメンバー
［会場レイアウト］　小潟 美紀 ／葛岡 理咲子／嵯峨 なつみ
［メイクプランニング］　上野 真帆／北奥 ちひろ／島田 友里加／木村 吏寿
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　　　　　　　　　　　　　　　　森田 由季／渡辺 真子／渡辺 裕子 （50音順）
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http://das-dance.com/blog/2022/09/25_1000/
http://das-dance.com/
https://twitter.com/npo_DAS
https://www.facebook.com/DanceAssociationSeeds
https://www.instagram.com/dastagram_dance/
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