青青
青青青青

踊 れれ
踊踊
れ

WEBパンフレット

春

第4回大会

2022年 5/ 29 （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」

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」

5/29（日）牛久文化ホール

5/29（日）牛久文化ホール

開場10：00 開演10：30 終演13：00

開場15：30 開演16：00 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

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. 事前に健康チェックアンケートへのご回答をお済ませの上、
ご来場ください。
3. 会場入り口での検温・手指消毒にご協力ください。
4. 密集しての雑談、大声での会話はお控えください。
5.「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. 全席自由席です。手荷物による長時間・過度な席取りはご遠慮ください。
また、立ち見は消防法にて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4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Dance 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4回茨城県中高生ダンスコンテスト THE LIGHT」
5月29日（日）牛久文化ホール

THE LIGHT

開場10:00／開演10:30／終演13:00

MASA
審査委員長
塚本
順子
審査委員

／株式会社GRANDSOUL 代表取締役
／茨城県女子体育連盟 副会長
永井 綾子 ／中央大学 文学部兼任講師、駿河台大学 非常勤講師
akiho
／ダンサー（HONESTLIVE、FabulousSisters）

【オープニングアクト】DAS地域スポーツ応援部 BRILLIANTS★
DASがプロデュースするスポーツ応援部「BRILLIANTS★」。ダンスの力で街に元気
を広げたい！と活動しています。

①明秀学園日立高等学校 ダンス部
Blue Fairies

「情念～届かない想い」
私たちは、地域のイベントや各種施設等で演
技のボランティア、本校運動部の応援など、
幅広く活動しています。近年コンクールの上
位を狙って練習中です。明るく元気に頑張り
ます。

②取手第一高等学校 ダンス部 S舞laNd
「The world of toys」
こんにちは！取手第一高等学校ダンス部
s舞laNdです。みんな個性豊かで笑顔が絶え
ないチームです！今回が初コンテストなので
精一杯頑張ります！

⑦水戸商業高等学校 チア・ダンス部
Blue twinkles

「Queen of heart」
不思議の国のアリスのハートの女王をテーマに
創作をしました。怒りの気持ちから、みんなと
和解しようとする女王の気持ちを表現していま
す。変化に注目しながらご覧ください！！

⑧茨城県立下館第二高等学校

ダンス同好会 Charme
「Make Your Story
~ディセンダントとオラドン王国の戦い~」
私たち下館二高ダンス同好会は、3年生9名、2年生
11名の計20名で活動しています。チーム名の
Charmeには、ダンスを通して自分たちの「魅力」を
多くの人に伝えたいという思いがあります。是非個々
の魅力たっぷりの私たちのステージを見てください！

③水城高等学校 ダンス部 11代目SJD
「イカゲーム」

⑨大成女子高等学校 ダンス部
「le lien ～「絆」～」

私たちは「イカゲーム」をテーマに、迫力の
あるダンスでスリルある世界観を表現しま
す。ぜひ、注目してみてください。

私達は踊りが大・大・大好きなメンバーが集
まるダンス集団です。ヒップホップを中心
に、大好きなアーティストのコピーダンスに
も挑戦しています。

④茨城県立水戸第二高等学校

⑩東洋大学附属牛久中学校・高等学校

ダンス部 NICODAN

「今を生きる～私達高校生の想い～」
みなさんこんにちは！水戸第二高等学校ダンス部（
NICODAN）です！
NICODANの特徴は部員同士、先輩、後輩関係なく
仲良しで意見を交わすことができるところです。ま
た、作品の創作では、部員一人一人が独創性溢れる
振り付けを考えています。

⑤霞ヶ浦高等学校 チアダンス部
SPARKLE☆BUNNIES

「推しはHERO！」
こんにちは！ 霞ヶ浦高等学校チアダンス部
SPARKLE☆BUNNIESです。
2年生14名，3年生18名で活動しています。
3年生の引退まで残りわずか，仲良しな32人
で思いっきり楽しみます。

ダンス部

「紫蘭」
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、HIPHOPやJAZZ、
モダンやチアなど様々なジャンルに挑戦して
います。紫色に美しく咲き乱れる紫蘭を表現
した21人のパフォーマンスをご覧ください。

⑪下館第一高等学校 ダンス部 S1D
「Circus of the dance,
by us, for the world」
こんにちは、下館第一高等学校ダンス部S1D
です！！私たちにはダンスの指導者はいません
が、部員全員で協力して、仲良く楽しく活動し
ています。個性を生かした、私たちらしいダン
スを披露したいと思います！是非ご覧下さい！

⑥東洋大学附属牛久中学校・高等学校
中学校ダンス部

「Dream Girls」
私たちは今回はjazzダンスに挑戦しました。
部員のほとんどがダンス初心者で苦労すること
がたくさんありましたが全員で協力して作りま
した。作品のテーマは「女の子達が頑張って夢
を叶える姿」です。ぜひ御覧ください。

審査委員総評・結果発表・表彰式

「第4回茨城県中高生ダンスリサイタル WE ARE」
茨城県中高生

5月29日（日）牛久文化ホール 開場 15:30／開演 16:00／終演 18:30

★コメンテーター★
永井 綾子 先生 ／ 中央大学 文学部兼任講師、駿河台大学 非常勤講師
林田 祐樹 先生 ／ NPO法人 Dance Association Seeds理事長

★オープニングアクト★

ダンスリサイタル

DAS地域スポーツ応援部 BRILLIANTS★
①Ri-louver
「 Be the best!! 」

⑩明秀学園日立高等学校 ダンス部 Blue Fairies
「 それが僕たちのやり方 」

こんにちは！Ri-louverこと、D-Lifeダンススクール阿見ス
タジオ中高生中級B(金)クラスです。
新メンバーも加わり皆で楽しく活動しています。
このメンバーでの初ステージ、頑張ります！！

私たちは、地域のイベントや各種施設等で演技のボランテ
ィア、本校運動部の応援など、幅広く活動しています。近
年コンクールの上位を狙って練習中です。明るく元気に頑
張ります。

②霞ヶ浦高等学校 チアダンス部
SPARKLE☆BUNNIES ２nd

⑪常磐大学高等学校 チアダンス部 Vigors
「 ゾンビハイスクール 」

「 Asrai 」

こんにちは。明るく個性豊かなSPARKLE BUNNIES 2nd
14名です！日々仲間と一緒に踊ることの楽しさを忘れずに
練習に励んでいます。
今出せる私たちの全力を皆様にお届けします！

私たちは、常磐大学高等学校チアダンス部のVigorsです。
私たちは主に、学校の文化祭などのイベントや、野球応
援、地域のイベントで活動しています。

③Good Times
「 Good "J" Times 」

⑫水戸第三高校 ダンス部 attirant
「 Revs your Heart 」

Good Timesは月曜 20:00～21:30で活動しているD-Life
ダンススクールの中高生クラスです。
頼もしい高校生・フレッシュな中学生の8人と一緒に、グッ
ドなタイムを過ごしましょう！

水戸第三高校 ダンス部 attirantです！初めての大きなステ
ージで緊張しますが、チーム名のattirant の意味のように
魅力的に表現できるよう頑張ります！

④T-jump
「 Rise as one!! 」

⑬茨城県立下妻第一高等学校爲櫻應援團
チアリーダー部
「 The Best Damn Thing 」

こんにちは！T-jumpです。私達は毎週木曜日、土浦市にあ
る都和小学校の体育館で活動しています。
中2～高3までの個性豊かな11人によるとっても仲良しな
クラスです！皆で心を一つに頑張ります！

茨城県立下妻第一高等学校爲櫻應援團チアリーダー部です。
御来場の皆様に「元気」をお届けできるよう、部員一同、精
一杯頑張ります！宜しくお願いします！

⑤常磐大学高等学校 ダンス部
「 Hot 」

⑭ラビッツダンスクラブうしく
「 豆兎の大群2022 」

こんにちは、常磐大学高校ダンス部です。観客の皆さんの
ために全力パフォーマンス！を目標に頑張っています。水
戸近辺のイベントに参加しています。

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19:30から牛久で活動しています。
ラビッツらしく、クセ強めで踊ります！！活動メンバーも
募集中！！牛久の中高生、一緒に踊りましょー！！

⑥Shine☆B
「 輝け坂東2022 」

⑮CROSSOVERナンバー企画
（akiho&AOIナンバー）「 heart 」

こんにちは！Shine☆Bです！
私たちは毎週金曜日、坂東市にある市民研修所ホールで活
動しています。みんな明るく楽しいチームです！
新メンバー募集してます☆ぜひ遊びに来てくださいね～♪

昨年に引き続き、ゲスト講師としてakiho先生・AOI先生を
お招きし、県内の中高生ダンサー10人と創り上げたナンバ
ー作品！
10人によって紡がれるココロをお楽しみください。

⑦霞ヶ浦高等学校 チアダンス部
SPARKLE☆BUNNIES ３rd
「 学園って，天国～！！ 」

⑯【ゲスト】筑波大学ダンス部（院生作品）
「 猫の額で逢うふたり 」

こんにちは！ SPARKLE☆BUNNIES 3年生チーム です。
毎日楽しく練習に励んでいます。私たちの最後の学年作
品，私たちらしく元気いっぱいにお届けします。

⑧CROSSOVERナンバー企画（HARUナンバー）
「 Special Colors 」
ゲスト講師としてD-Lifeダンススクール・N-Lifeダンスス
クールからHARU先生をお招きし、県内の中高生ダンサー
19人と創り上げたナンバー作品！
色とりどりのエンターテインメントをお楽しみください。

筑波大学ダンス部のOGとして、出演させていただきます。
今回は、筑波大学の卒業ダンス公演で私たちの集大成とし
て創作した「猫の額で逢うふたり」というデュオ作品を踊
ります。

★フィナーレ★
各チームの代表者によるフィナーレを
お楽しみください。
※CROSSOVERナンバー企画のメンバーは登場しません

⑨【ゲスト】akiho&AOI
「 Forest 」
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
akiho&AOI。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ショー
ケースをお楽しみに！

※5/27
（土）更新
ゲスト出演を予定されていた「筑波大学ダンス部（学
群生作品）」は、諸事情により出演キャンセルとなり
ました。ご了承ください。

ダンサミ
「個人・企業サポーター」
についてのお願い
中高生のダンスの祭典「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、今後も中高生のダンスの
輪をつなぎ続けるため、試行錯誤しながら第4回大会を開催しております。
そこで、通常観覧チケットに加え、ダンスサミットへの支援を募る「支援付き観覧チケット」の販売・
「
個人・企業サポーター」の募集も実施中です。
個人・企業サポーターのお申込みは、6/24（金）まで受付中です。本大会の魅力・目標に共感いただ
けた方は、ぜひご支援頂けますと幸いです。お申込みは下記「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。
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4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
※5/23更新 ※お申込み順での掲載です

様

ほか

ここには掲載されていませんが、多くの方にご支援いただいております！
！

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6/24
6/24（金）
（金）
まで受付中

第4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！

［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、

第4回大会

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）］
［CROSSOVER講師（5/28）］

参加協力団体

主催・企画制作
お問い合わせ

akiho＆AOI ／ HARU（坂本 晴一）

筑波大学舞踊研究室・筑波大学ダンス部

霞ヶ浦高等学校／下館第一高等学校／下館第二高等学校／下妻第一高等学校／水城高等学校／大成女子高等
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／取手第一高等学校／水戸商業高等学校／水
戸第二高等学校／水戸第三高等学校／明秀学園日立高等学校／D-Lifeダンススクール／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

