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部員数

高校 合計 ９０名

2年 ３０名 1年 ４８名

中学 合計 １２名

3年 ４名 2年 ３名 1年 ５名

実践学園中学・高等学校

（BEAT!X）

作品紹介

作品番号：１－４ （中学）

タイトル：探検家

みどころ：探検家がジャングルの中を冒険し、様々な危険な動物に遭遇する

作品

作品番号：１－８ （高１）

タイトル：和

みどころ：日本の伝統を様々な角度から表現した

作品番号：２－３ （チア）

タイトル：ＪＵＮ！Ｘ

みどころ：力強くパワフルに踊ります

作品番号：２－７ （高２）

タイトル：ロカビリー

みどころ：1960年代のパーティーのイメージ



作品紹介

作品番号：１－３ （中学）

タイトル： YELL！！

みどころ： 野球部や男子バレーボール部の応援をメドレーにしてお送りし

ます！！

作品番号：２－６ （高１）

タイトル： GLANZ of the first Generation！！

みどころ： チアリーディングの演技で、皆さんに「元気！勇気！笑顔！」

を届けます！！

東亜学園高等学校

（ダンスチアリーダー部 GLANZ）

ダンスチアリーダー部「GLANZ」は、女子38名のチームです。

今年度よりチアリーディングの大会に初出場し、その他にも、野球部、男子バレーボー

ル部の応援活動などにも参加し「GLANZ一丸！」となり活動しています。

会場の皆さまに「元気！勇気！笑顔！」を届けます！！

「明るく！元気に！美しく！！」Go！ GLANZ☆

部員数

高校 合計 ３０名

2年 ９名 1年 ２１名



作品紹介

作品番号：1－7

タイトル：The Greatest

みどころ：高3部長が振り付け・構成をした作品です。Siaの世界観を崩さず

自分たちなりの色を出せるように頑張りました。

作品番号：2－1

タイトル：Love or Lies

みどころ：LEDを駆使したダンスです！近未来のイメージで作りました。

とにかく盛り上がって下さい！

作品番号：2－9

タイトル：贖罪

みどころ：この夏の大会作品です。この作品で全国決勝大会に出場するこ

とが出来ました。作品のモチーフはアンデルセン童話の『赤い

靴』。罪を背負った少女の悲しみや苦しみや葛藤を高校生という

年齢でどう表現できるか挑戦しました。

宝仙学園高等学校女子部

（ReguLu’s）

部員数

高校 合計 43名

3年 15名 2年 9名 1年 19名

「ただ踊るだけでなく何かを伝えるダンス」をモットーに活動しています。チームの特

徴は１～3年生の縦割りチームということです。学年の壁を超えて一致団結して頑張って

います。作品の世界観にもこだわっていますのでそこにも注目してみて下さい！



作品紹介

作品番号1-5

タイトル：おもちゃの夢

みどころ：曲、振り、衣装は全部自分たちで決めました。中学生の良さを

出すために、元気でかわいらしく、また個性的な振りを意識して

作っています。

作品番号2-4

タイトル：Black Pink

みどころ：１曲目と２曲目の雰囲気が違うので、１曲目は落ち着いた感じで

踊り、２曲目は女性らしい力強さを出せるように意識しました。

宝仙学園中学高等学校

共学部 理数インター

部員数

高校 合計 18名

2年 7名 1年 11名

中学 合計 15名

3年 ４名 2年 11名



[ヒップホップ同好会]

作品番号2-8

タイトル：Jamaica

みどころ：息の合った動きの中にも、一人ひとりの個性や表現を大切にしています。

絶妙なグルーヴ感のある踊りにご注目ください。

作品番号：2-2

タイトル：Yumi number

みどころ：ベーシックなHIPHOPを楽しく踊っています。

[授業作品]

作品番号１－１

タイトル：虹の華

みどころ：それぞれのカラーから花が育っていくが、仲間割れをして枯れてしまう。

しかし、雨が降り花はまた育ち、最後には一丸となって大きな虹の華になる。

ひとり一人の色の個性と傘のパフォーマンスにご注目ください。

作品番号：１－２

タイトル：Les Chaussures rouges

みどころ：靴のない少女がある日、真っ赤できれいな靴を見つける。その靴を履くと

少女は踊り狂ってしまう。少女の運命は果たして･･･。童話「赤い靴」を

参考に創作しました。小道具を多く使用し、衣装にもこだわりました。

ぜひ、ご注目ください。

堀越高等学校

（ヒップホップ同好会）(授業作品）

部員数

高校 合計 26名

3年 8名

2年 7名

1年 11名

「楽しむ時は楽しむ！や

る時はやる！」をモッ

トーに日々練習に励んで

います。今日は、皆さん

も思い切り楽しんでくだ

さい！

作品紹介



作品紹介

作品番号 １－６

タイトル：オタクの覚醒

みどころ：１年生２７名が、１月の大会に向けて９月からミーティングを重ねて作って

来た作品です。１年生はダンス未経験者が多いのですが、いろいろな大会の

ビデオをたくさん見て、自分たちでテーマや振り、構成をすべて考えました。

この作品をお客様の前で発表するのは今日が初めてで、不安もありますが

全力で踊ります。個性的な２７人のオタクが覚醒し、

どう変わるかお楽しみください。

作品番号：２－５

タイトル：キラキラ

みどころ：２年生は、１月に行われる大会参加ナンバーの完成を目指して日々練習して

いますが、この発表会には完成が間に合わないだろうと参加をあきらめて

いました。そんな中、５月に引退した３年生のうち進路が決まった３人が

この作品を作り、２年生に声を掛けて２・３年生有志で踊ることに

なりました。武蔵丘高校では,大会参加作品は学年ごとに学年全員で

踊っていますので、大きな舞台で上級生と下級生が一緒に踊る機会は校内

イベント以外ではあまりありません。今回、このような大きな舞台で一緒に

踊れることをとても嬉しく思っています。高校生らしい、素直で真っ直ぐな

気持ちを皆さんにお伝えしたいと思っています。

東京都立武蔵丘高等学校

（MSG）

部員数

高校 合計 79名

3年 Dipper 25名

2年 NoVa 27名

1年 ThySa 27名

武蔵丘高校のダンス部は「むさしがおかNo.1の部活を目指して頑張ろう!!」をモットーに、

日々楽しく練習しています。テーマ決定・振り入れ・構成などの作品作りは、大会作品も含

めてすべて部員で行っています。そのため、踊ったり筋トレしている時間よりミーティング

している時間のほうが長いくらいです。意見が合わずに嫌な思いをすることもありますが、

みんなで納得するまで話し合います。そのため、卒業時にはいろいろなことが分かり合える

良い仲間となります。


