
■Aプログラム　開演10:45/終演12:15 集合9:30 ■Dプログラム　開演10:45/終演12:15 集合9:30

プロ順 クラス名 担当 プロ順 クラス名 担当

1 キッズストリート トップクラス 岸田 1 Dシアター ストリートダンス中高生（金） 岸田

2 龍ヶ崎スタジオ ストリートダンス中高生（月） 圖司 2 阿見スタジオ キッズストリート小学生（金） 梅村

3 学園スタジオ キッズストリート中級B（月） 岸田 3 取手ファミリーダンスクラブ 小松原

4 Dシアター JAZZ小学生 小池 4 学園スタジオ キッズストリート中級B（土） 江連

5 阿見スタジオ ちびっこストリート（土） 小池 5 学園スタジオ ストリートダンス中高生（土） 岸田

6 守谷スタジオ キッズストリート小学生（月） 北奥 6 守谷スタジオ ちびっこストリート（土） 上野

7 龍ヶ崎スタジオ ストリートダンス中高生（土） 林田 7 守谷スタジオ BREAKIN'初級（中高生） 會津

8 龍ヶ崎スタジオ キッズストリート中級B（火） 梅村 8 阿見スタジオ キッズストリート中級B（月） 佐々木

9 つくば南 ストリートダンス中高生中級B 江連 9 守谷スタジオ JAZZ小学生（中級） 上野

10 学園スタジオ キッズストリート中級A（水） 佐々木 10 龍ヶ崎スタジオ キッズストリート中級A（土） 林田

11 龍ヶ崎スタジオ ストリートダンス中高生中級A 圖司 11 阿見スタジオ ストリートダンス中高生中級A（火） 圖司

■Bプログラム　開演14:00/終演15:30 集合12:45 ■Eプログラム　開演14:00/終演15:30 集合12:45

プロ順 クラス名 担当 プロ順 クラス名 担当

1 新守谷スタジオ JAZZ小学生 北奥 1 学園スタジオ ストリートダンス中高校生中級B（月） 岸田

2 龍ヶ崎スタジオ キッズストリート小学生（土） 圖司 2 守谷スタジオ キッズストリート中級Ｂ（土） 小松原

3 Dシアター ストリートダンス中高生（月） 藤田 3 阿見スタジオ キッズストリート小学生（土） 小池

4 WAVE-Y 國本 4 新守谷スタジオ キッズストリート中級B（土） 関口

5 龍ヶ崎スタジオ キッズストリート中級B（月） 國本 5 ラビッツダンスクラブうしく 岸田

6 学園スタジオ ちびっこストリート（土） 藤田 6 龍ヶ崎スタジオ ちびっこストリート（土） 圖司

7 新守谷スタジオ JAZZ中高生 上野 7 学園スタジオ キッズストリート小学生（月） 岸田

8 阿見スタジオ キッズストリート中級A（土）1 佐々木 8 守谷スタジオ BREAKIN'初級（小学生） 會津

9 学園スタジオ キッズストリート小学生（土） 藤田 9 Dシアター JAZZ中高生 上野

10 阿見スタジオ ストリートダンス中高生（金） 梅村 10 学園スタジオ キッズストリート中級A（土） 江連

11 阿見スタジオ ストリートダンス中高生中級B（土） 久保田 11 守谷スタジオ ストリートダンス中高生中級A（土） 小松原

■Cプログラム　開演17:15/終演18:45 集合16:00 ■Fプログラム　開演17:15/終演18:45 集合16:00

プロ順 クラス名 担当 プロ順 クラス名 担当

1 守谷スタジオ　キッズストリート中級A 小松原 1 学園スタジオ ストリートダンス中高校生中級B（土） 岸田

2 阿見スタジオ ストリートダンス中高生中級B（火） 圖司 2 守谷スタジオ キッズストリート小学生（土） 上野

3 龍ヶ崎スタジオ キッズストリート小学生（火） 梅村 3 つくば南 ストリートダンス中高生 江連

4 龍ヶ崎スタジオ キッズストリート中級B（土） 林田 4 ラビッツキッズダンスクラブうしく 岸田

5 新守谷スタジオ キッズストリート小学生（水） 久保田 5 Dシアター JAZZ中高生（中級） 上野

6 Dシアター JAZZ小学生（中級） 小池 6 学園スタジオ ちびっこストリート（木） 長野

7 新守谷スタジオ ちびっこストリート（水） 久保田 7 阿見スタジオ キッズストリート中級B（土） 小池

8 つくば南 キッズストリート小学生 藤田 8 学園スタジオ キッズストリート小学生（木） 長野

9 阿見スタジオ ストリートダンス中高生（月） 佐々木 9 学園スタジオ キッズストリート中級B（木） 関口

10 龍ヶ崎スタジオ キッズストリート小学生（月） 圖司 10 阿見スタジオ キッズストリート中級A（土）2 佐々木

11 阿見スタジオ ストリートダンス中高生中級A（土） 佐々木 11 新守谷スタジオ ストリートダンス中高生中級A（水） 小松原

第25回DAS合同発表会　

市民ホールくきざき（1月） プログラム

2022/12/12更新　(プログラムは変更になる場合があります。最新情報はホームページをご確認ください）

1月28日（土） 1月29日（日）

1/28（土）〜
1/29（日）



■Gプログラム　開演10:45/終演12:15 集合9:30 ■Iプログラム　開演13:00/終演14:30

プロ順 クラス名 担当 プロ順 クラス名 担当

1 守谷スタジオ HOUSE中級 坂本

2 阿見スタジオ キッズストリート小学生（火） 圖司 1 コンテンポラリーダンスJr.A（月）・Sクラス合同 伊藤

3 守谷スタジオ キッズストリート中級Ｂ（月） 北奥 2 コンテンポラリーダンスJr.合同 細川

4 学園スタジオ キッズストリート小学生（金） 佐々木

5 龍ヶ崎スタジオ ちびっこストリート（火） 梅村 新守谷スタジオコンテンポラリー児童A・児童B 佐藤

6 阿見スタジオ HOUSE初級 坂本 新守谷スタジオコンテンポラリージュニア 佐藤

7 新守谷スタジオ ストリート中高生中級B（木） 小松原 Dシアター コンテンポラリー 児童B 細川

8 学園スタジオ キッズストリート小学生（火） 関口 Dシアター コンテンポラリー 児童A（１～３年） 佐藤

9 阿見スタジオ キッズストリート中級B（木） 村下 Dシアター コンテンポラリー 児童A（４～６年） 細川

10 守谷スタジオ ストリートダンス中高生中級B（土） 小松原 Dシアター コンテンポラリー ジュニアB 細川

11 学園スタジオ ストリートダンス中高生中級A（水） 佐々木 Dシアター コンテンポラリー ジュニアA（土） 伊藤

コンテンポラリー Sクラス 伊藤

■Hプログラム　開演14:00/終演15:30 集合12:45

プロ順 クラス名 担当

1 新守谷スタジオ　ストリートダンス中高生（土） 関口 ■Jプログラム　開演13:30/終演15:30

2 守谷スタジオ HOUSE初級 小沼 プロ順 クラス名 担当

3 新守谷スタジオ キッズストリート小学生（土） 関口 コンサート

4 龍ヶ崎スタジオ ストリートダンス中高生中級B 圖司 1 つくばスタジオバレエ初等科・Dシアターバレエ初等科合同 田中・三瓶

5 学園スタジオ キッズストリート中級B（火） 関口 2 新守谷スタジオエンジョイバレエ 伊波

6 阿見スタジオ ちびっこストリート（火） 圖司 3 D-Lifeオープンクラスバレエ中級有志 小川

7 阿見スタジオ キッズストリート小学生（木） 村下 4 D-Lifeオープンクラスバレエ初級有志 田中

8 守谷スタジオ ストリートダンス中高生（土） 小松原 5 つくばスタジオエンジョイバレエ(土) 伊波

9 守谷スタジオ JAZZ中高生（中級） 上野 6 アックアセレーナバレエ学童①（水） 海津

10 阿見スタジオ ストリートダンス中高生中級B（金） 梅村 7 アックアセレーナバレエ学童①（金）・学童②合同 佐藤

11 阿見スタジオ HOUSE中級 坂本 8 つくばスタジオエンジョイバレエ(月) 三瓶

12 ストリートトップクラス 佐々木

Dシアター バレエ中等科B 三瓶

つくばスタジオ バレエ中等科B 田中

つくばスタジオ バレエ中等科A 西園

つくばスタジオ バレエ高等科B 田中

つくばスタジオ バレエ高等科A 田中

バレエSクラス 田中

D-Lifeオープンクラスバレエ有志 田中

2月12日（日）

幕作品（ピーターパン）

コンサート

幕作品（美女と野獣）

2月5日（日）

第25回DAS合同発表会　

2022/12/12更新　(プログラムは変更になる場合があります。最新情報はホームページをご確認ください）

2月11日（土）

市民ホールくきざき（2月） プログラム

2/5（日）
2/11（土）～2/12（日）



■Aプログラム　開演10:45/終演12:15 集合9:30 ■Dプログラム　開演10:45/終演12:15 集合9:30

プロ順 クラス名 担当 プロ順 クラス名 担当

1 Happiness☆SD 村下 1 PawaFrieNds　 村下

2 春日ぷちロケッツダンスクラブ 圖司 2 アックアセレーナ ストリート幼児・学童 佐藤 駿

3 下妻キッズダンスクラブ 阿部 3 春日ROCKETSダンスクラブ　 林田

4 バリアフリーダンスクラブ（プレイ） 國本 4 ぷちzippy mate 佐藤 駿

5 ペア★関城ダンスクラブ 久保田 5 Zippy mate 佐藤 駿

6
ゴールドジム守谷茨城ジョイフルアスレティッククラブ　　　　　　 16 時

クラス
梅村 6

ゴールドジム土浦茨城ジョイフルアスレティッククラブ

HIPHOP 幼児 （木）
圖司

7
ゴールドジム守谷茨城ジョイフルアスレティッククラブ 　　　　　　　17

時クラス
梅村 7

ゴールドジム土浦茨城ジョイフルアスレティッククラブ

HIPHOP低学年（木）
圖司

8 MiRaI☆キッズダンスクラブ 江連 8 キッズダンス共和国（二の宮） 岸田

9 下妻ちびっこストリート 阿部 9 Black★Stars 藤田

10 Little BRILLIANTS☆ 島田 10 D-mates 島田

11 あそBeat☆Crew 國本 11 ストリート トップクラス 佐々木

■Bプログラム　開演14:00/終演15:30 集合12:45 ■Eプログラム　開演14:00/終演15:30 集合12:45

プロ順 クラス名 担当 プロ順 クラス名 担当

1 都和キッズダンスクラブ 梅村 1 Z-mate　 佐藤 

2 Little WAVE-Y 國本 2 下妻スポーツ　幼児・低学年合同 佐藤 

3 Smile Makers 阿部 3 Heavy Wonder 國本

4 スマイルキッズダンスクラブ 佐藤 4
ゴールドジム土浦茨城ジョイフルアスレティッククラブ

HIPHOP高学年（月）
久保田

5 バリアフリーダンスクラブ（チャレンジ） 関戸 5 手代木ちびっこストリート　 島田

6
ゴールドジム土浦茨城ジョイフルアスレティッククラブ

HIPHOP低学年（月）
久保田 6 YG♪SOUNDS 藤田

7
ゴールドジム土浦茨城ジョイフルアスレティッククラブ

HIPHOP幼児（月）
小潟 7 D-Life オープンクラスストリートダンス 有志② 小池・藤田

8 並木キッズダンスクラブ 久保田 8 川島キッズダンスクラブ 江連

9 D-Life オープンクラスストリートダンス 有志① 佐々木・圖司 9 守谷スタジオ ストリートダンス中高生（月） 阿部

10 岩井キッズダンスクラブ（高学年） 関口 10 Shine☆B 関口

11 T-jump 梅村

■Cプログラム　開演17:15/終演18:45 集合16:00 ■Fプログラム　開演17:15/終演18:45 集合16:00

プロ順 クラス名 担当 プロ順 クラス名 担当

1 桜南キッズダンスクラブ 藤田 1 Flying kidsダンスクラブ 佐藤

2
ゴールドジム守谷茨城ジョイフルアスレティッククラブ

18 時 ・ 19 時クラス合同
國本 2 ウルトラビッツダンスクラブUSHIKU 小潟

3 Pump it up!! 久保田 3 ひたち野うしくダンスクラブ 村下

4 MKSD 北奥 4 Junior BRILLIANTS☆ 島田

5 キッズダンス共和国（手代木） 國本 5 沼崎キッズダンスクラブ 國本

6 岩井ちびっこストリート 関口 6 大野キッズダンスクラブ 久保田

7 岩井キッズダンスクラブ（低学年） 藤田 7 C-style　 圖司

8
ゴールドジム土浦茨城ジョイフルアスレティッククラブ

HIPHOP高学年（木）
圖司 8 ハッピーキッズダンスクラブ東小 江連

9 竹園キッズダンスクラブ 圖司 9 下妻スポーツ　高学年 佐藤 駿

10 学園スタジオ ストリートダンス中高校生中級A（金） 佐々木 10 キッズストリート トップクラス 岸田

第25回DAS合同発表会　

ノバホール（3月）プログラム

2022/12/12更新　(プログラムは変更になる場合があります。最新情報はホームページをご確認ください）

3月4日（土） 3月5日（日）

3/4（土）〜
3/5（日）


