
オンライン配信オンライン配信

大グループ・ソロ部門大グループ・ソロ部門第1部  10:00 ～13:30第1部  10:00 ～13:30

小グループ部門小グループ部門第2部  15:00 ～18:30第2部  15:00 ～18:30

2022.1.9 [日]2022.1.9 [日]

配信視聴時のお願い ～マナーを守ってお楽しみください～
■視聴方法
　・ご視聴になる端末（パソコン・タブレット・スマートフォン）で、配信視聴
　　URLを開いてご視聴ください。
　・インターネット環境の整った場所でご視聴ください。
　・10分前から配信を開始します。時間に余裕をもってお繋ぎください。
　・見逃し配信（アーカイブ）は1週間 【 1/16（日）23：59】 までです。

■配信視聴URLの取扱いについて
　・本公演は、出演者とURL購入者のみがご覧いただける限定公開です。
　・有料配信のため、配信視聴URLを他の方と共有することは禁止です。
　

■配信視聴時のお願い
　・有料配信のため、配信動画の撮影・録画・録音はご遠慮ください。 
　・お客様のご都合により視聴できなかった際の返金はいたしかねます。
　・配信日（1/9）よりも前に配信視聴URLにアクセスして、接続できるか
　  どうかお試しください。
　・配信開始は当日の状況によって遅れる場合もございます。
　・視聴開始時間になっても再生が始まらない場合は、ページの更新（リ
　  ロード）を行ってください。
　・ご質問等ございましたら、配信日よりも前にDASまでご連絡ください。
  　なお、配信当日のお問い合わせには対応できない場合がございます。

オンラインでパフォーマンス・審査結果を配信します
Vimeoを使用／限定公開／見逃し配信期間：1週間
オンラインでパフォーマンス・審査結果を配信します
Vimeoを使用／限定公開／見逃し配信期間：1週間



結果発表

10:00

10:50

12:20

12:50

オーディエンス賞（イエロー賞）投票 ＆ 休憩 （30分間）

＜ソロ部門＞
 6．ichigon　「 b-girl 」

 7．明香里　「 Enjoy the moment! 」

 8．RAM.　「 Nobody 」

 9．YUNO　「 Voice of the heart 」

10．Mitsuki　「 群青 」

 1．大類　茉優　「 踊り明かそう 」

 2．新田　詠子　「 So Real 」

 3．Nono　「 Let It Be 」

 4．anzu　「 世界感 」

 5．rinne　「 iolite 」

オープニングアクト ／ DAS地域スポーツ応援部  BRILLIANTS★

 1．A-TRIBE　「 If You Ever 」

 2．FABULOUS　「 challenge 」

 3．あそBeat☆Crew　「 道 」

 4．茗溪学園高等学校ダンス部　「 contrast 」

 5．H☆JACK　「 Classic Delivery 」

 6．SPARKLE☆BUNNIES　「 オワリハジマリ 」

 7．東洋大学附属牛久中学校・高等学校　中学ダンス部
　  「 Liar 」

 8．Cherry's　 「 Bring it On！ 」

 9．PRESEA　「 Diamonds are a Girl's best friend !! 」

10．東洋大学附属牛久中学校・高等学校　ダンス部
　   「 Win the COVID-19 ~負けてたまるか！~ 」

＜大グループ部門＞
11．雅～MIYABI～　「 Midnight Groove 」

12．下館第一高等学校ダンス部S1D　「 桜花爛漫 」　 

13．常磐大学高校　ダンス部　「 Bang! 」

14．Def Jiggy　「 I am me~私達は真剣だ~ 」

15．THE  WHO　「 ONE LOVE 」

16．取手ファミリーダンスクラブ
　　「 不景気なのは社会だけにして、こんな時こそ… 」

17．阿見町SHAKERS　「 Wildy Motion 」

18．ZEAL＋。　「 Another face 」

19．D.P×CLASH　「 Spill Out 」

20．LUV LAB　「 GILA GILA 」

大グループ部門 ＆ソロ部門 配信開始10:00／配信終了13:30（予定）第１部第１部第 1 部第 1 部

審査委員長 寺山 由美　／ 筑波大学人間総合科学研究科 准教授
審査委員 KENTA　　 ／ HOODJAM DANCE STUDIO 代表
　　　　　　　 田巻 以津香／ 東海大学体育学部生涯スポーツ学科 准教授
  林田 祐樹　／ 特定非営利活動法人Dance Association Seeds 理事長

～審査委員紹介～

レインボーカップ（グランプリ） 最も優れたパフォーマンス作品

オレンジ賞 DAS理事長賞

グリーン賞 構成力に優れた作品

  レッド賞 表現性に優れた作品   ライム賞 審査委員長特別賞

パープル賞 オリジナリティ･インパクトに秀でた作品

  ブルー賞 技術レベルの高い作品

イエロー賞 オーディエンス賞
  （全作品終了後に視聴者の皆様に投票していただきます）



結果発表

15:00

17:20

17:50

オーディエンス賞（イエロー賞）投票 ＆ 休憩 （30分間）

オープニングアクト ／ DAS地域スポーツ応援部  BRILLIANTS★

 1．Pump it up!!　「 MY SQUAD 」

 2．monolith　「 I grope for... 」

 3．CAPITALチアダンスクラブ　「 Let's CHEERDANCE 」

 4．Beat Geneseed　「 Hope for the bright future 」

 5．Potato Headz　「 Original Potato!! 」

 6．ELENA　「 Distance 」

 7．captivant　「 踊 」

 8．MINI LAB　 「 I'LL BE DANCIN' 」

 9．BANG BUMP　「 心~体~踊っちゃてる↑↑↑ 」

10．プリ★メラ　「 Queendom 」

11．Moonbow　「 Pullin Up 」

12．studio α　「 praise someone everyday 」　 

13．クッキーズバトンクラブ　「 雨に唄えば 」

14．BURST　「 Revenge 」

15．Happy Dance　「 シアワセナ世界へ 」

16．Ace　「 Bounce 」

17．studio α teamY　「 うなり　ひかり　おどり 」

18．studio α　teamN　「 Girls Power 」

19．studioα team F　「 girls’ night 」

20．Vegas Girls　「 Smooth Criminal 」

21．Vigors　「 Radiance 」

22．studioα team S　「 Good  Vibes 」

23．studio α　teamFⅡ　「 Wild West 」

24．bijoux　「 ジブンサガシ 」

25．足舞足踏　「 Moldy Legs 」

26．Vabena　「 Bad 」

27．Fuego Latino　「 Brujeria 」

28．Shimotsuma Dream Girls　「 dalyeola 」

29．MSKN　「 Spring！ 」

30．studio α　teamSⅡ　「 feel so good! 」

小グループ部門 配信開始15:00／配信終了18:30（予定）第１部第１部第 2 部第 2 部

審査委員長 寺山 由美　／ 筑波大学人間総合科学研究科 准教授
審査委員 KENTA　　 ／ HOODJAM DANCE STUDIO 代表
　　　　　　　 田巻 以津香／ 東海大学体育学部生涯スポーツ学科 准教授
  林田 祐樹　／ 特定非営利活動法人Dance Association Seeds 理事長

～審査委員紹介～

レインボーカップ（グランプリ） 最も優れたパフォーマンス作品

オレンジ賞 DAS理事長賞

グリーン賞 構成力に優れた作品

  レッド賞 表現性に優れた作品   ライム賞 審査委員長特別賞

パープル賞 オリジナリティ･インパクトに秀でた作品

  ブルー賞 技術レベルの高い作品

イエロー賞 オーディエンス賞
  （全作品終了後に視聴者の皆様に投票していただきます）



【主催・企画制作】　NPO法人Dance Association Seeds （DAS）
　　　　  【協力】　筑波大学舞踊研究室 ／ （株）GRANDSOUL ／ D-Life Entertainment
　　  【制作協力】　LUCE BIANCA ／ 第二映像企画
  【お問い合わせ】　NPO法人Dance Association Seeds（DAS）
　　　　　　　　 住所 ： 〒305-0821 茨城県つくば市春日3-20-12 
　　　　　　　　 電話 ： 029-859-3313　メール ： info@das-dance.com
　　　　　　　　 ホームページ ： http://das-dance.com

七色に輝け!!パフォーマンスコンテスト

「レインボーカップ2021」
　レインボーカップは、パフォーマンス的要素の強い身体活動（ダンス・スポーツ・ニュースポーツ・チアリーディ
ング等）を対象としたパフォーマンスコンテストです。
　観客を鼓舞し楽しませることを最重要ポイントとし、パフォーマンス性と完成度の高い作品を評価します。厳正
な審査の上、優れたパフォーマンスを選出し、7つの賞とグランプリ（レインボーカップ）を授与します。

【主催・企画制作】　NPO法人Dance Association Seeds （DAS）
　　　　  【協力】　筑波大学舞踊研究室 ／ （株）GRANDSOUL ／ D-Life Entertainment
　　  【制作協力】　LUCE BIANCA ／ 第二映像企画
  【お問い合わせ】　NPO法人Dance Association Seeds（DAS）
　　　　　　　　 住所 ： 〒305-0821 茨城県つくば市春日3-20-12 
　　　　　　　　 電話 ： 029-859-3313　メール ： info@das-dance.com
　　　　　　　　 ホームページ ： http://das-dance.com

七色に輝け!!パフォーマンスコンテスト

「レインボーカップ2021」
　レインボーカップは、パフォーマンス的要素の強い身体活動（ダンス・スポーツ・ニュースポーツ・チアリーディ
ング等）を対象としたパフォーマンスコンテストです。
　観客を鼓舞し楽しませることを最重要ポイントとし、パフォーマンス性と完成度の高い作品を評価します。厳正
な審査の上、優れたパフォーマンスを選出し、7つの賞とグランプリ（レインボーカップ）を授与します。

　今回15回目の開催となるレインボーカップは、新型コロナウイルス感染拡大防止対策をとって開催す
るにあたり 、大きな収入の減少・支出の増加が見込まれており、コロナ禍がいつまで続くかがわからない
今、2021年度以降の開催方法を模索しています。 
　これまでの14回の開催の中で、私たち運営スタッフも、レインボーカップで生まれる参加者それぞれの
ドラマに深く感動し、特別なイベントであると考えています。 
　ジャンルの垣根を越え、幅広い年代の参加者に集まっていただけるこのイベントは、地域のパフォーマ
ンス文化の発展に必要不可欠であり、きっとこれまでの大会参加者のご家族やご友人の皆様、客席でご
観覧いただいた皆様にも同じ想いを感じていただけていることと思います。 
　また、今大会で初めて「レインボーカップ」に関わっていただく方は、開催後、きっとこの想いに共感して
いただけると思います。 
　地域のパフォーマーの皆様とパフォーマンス文化の未来を、私たち運営スタッフと共に応援していただ
ければ幸いです。何卒ご助力のほど、お願いいたします。

サポーター募集中
ご支援は1/21（金）まで受付中
サポーター募集中

ご支援は1/21（金）まで受付中
サポーター募集中

ご支援は1/21（金）まで受付中「レインボーカップ 2021」 個人・企業サポーター様一覧

クッキーズバトンクラブ　様
株式会社Waisportsジャパン　様
ほか

※12/27更新  ※お申込み順での掲載です

「個人・企業サポーター」についてのお願い「個人・企業サポーター」についてのお願い

https://req.qubo.jp/das_dance/form/rainbow2021support
http://das-dance.com/
https://www.instagram.com/dastagram_dance
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