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日産スタジアム
日産スタジアム
南ゲートステージイベント
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10:30~13:45
土曜日

南ゲート ステージイベント
WES DANCE SCHOOL

Anco Dance kids

日本人をはじめ、外国人インストラクターが指導
するインターナショナルダンススクール。4 歳か
ら上は年齢無制限です。
スタジオは横浜は洋光
台、鶴 見 潮 田、川 崎は武 蔵 新 城、東 京は西 大
井、中野新井薬師にあります。英語はもちろん、
先生の母国語で楽しくダンスしながら国際交流
もできるレッスン！体験もお気軽に！

トレッサ横浜の師岡コミュニティハウスにて活動
しています。始めた時 1 年生だった子も今では
6 年生‼幼稚園だった子たちも 3 年生‼みん
な大きくなりました！ダンスも大好きだけど、おしゃ
べりも大好き‼新たに幼稚園メンバーが増えた
り‼ 約 40 名仲良しメンバーです‼
一生懸命頑張ります！

日産スタジアム
東京浅草剣舞会エッジ
浅草を中心に世界中を飛び回っている殺陣・
舞踊パフォーマンス集団です。主宰：青木一弥
のもと、刀を通して縁のあるメンバーと和の心を
伝え行きます。
今、
この瞬間に縁がある以上！ 武心、舞心、明
日が知れないこの我が身、
その時・・・人は何
を想う、Tokyo 浅草剣舞会エッジ

Sunfamily
こんにちは。Sunfamily です。3 歳から高 校 生
まで在籍しているダンスサークルです。緑区を中
心に活動しています。今日は元気に頑張ります！

南ゲート ステージイベント
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南ゲートステージイベント

Heirani
「Heirani」
は横浜を中心に活動しているタヒチ
アンダンススクールです。
タヒチ語で
「Hei」
は花
冠・花の輪、
「 Rani」
は空という意味があります。
タヒチアンダンスを通じて、美しい花冠・美しい
空のように皆が心をひとつに、お客様に笑顔と
元気を与えられるダンスを目指しています！

テーマパークダンスを中心に、大田区内の施設
でレッスンを行っているダンススタジオです。
その
他、
ジャズやヒップホップなど様々なジャンルの
ダンスを習えます。幼稚園から中学生まで幅広
い年齢の子が通っています。
コンクールでの受
賞 歴がある他、年 間を通して商 業 施 設や地 域
のイベントに数多く出演しています。

10:00
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9:00

9:00~16:30
日曜日

FREESTYLE
DANCE BATTLE 予選

12:00

30

Anco Dance kids
WES DANCE SCHOOL

11:00

東京浅草剣舞会エッジ
30

M's Cheer Dance
Mililanialoha

12:00

キッズナーサリーあざみ野校
30

Sunfamily
Mililanialoha

M's Cheer Dance

新 横 浜を拠 点に川 崎・甲府にもクラスがあり
幅広く活動しているフラダンス教室です。アロハ
の心をモットーにフラを美しく奏でるための正し
い姿勢やしなやかなハンドモーションを皆様へお
伝えしております。新横浜駅より徒歩 7 分のス
タジオです。無料体験いつでも実施しております
ので、
ご興味ある方は是非遊びに来て下さい！

キッズ チアダンスの「M's Cheer Dance」で
す。いつでも笑顔で踊るをモットーに、園児〜小
学生のキッズがパフォーマンスを披露します。会
場にいるみんなが
楽しい気持ちにな
るよう、チ ア の 元
気パワーでステー
ジを盛り上げたい
と思います。

キッズナーサリーあざみ野校
あざみ野にある学童施設キッズナーサリーあざ
み野校のチアダンス教室「VENUS」
とヒップホ
ップダンス教 室「HEROES」です。今日は普 段
の練習の成果を発揮したいと思います。

FlyBetty
私たち FlyBetty は、横浜市を中心に活動する
キッズストリートダンスサークルです。
ダンスが好
き！楽しい！という心を大切に、仲間と力を合わせ
ながら日々練習に励んでいます。皆さんにも楽し
んでいただけるように、心を込めてパフォーマン
スします。一緒に盛り上がりましょう！

Three×Seven新横浜クラス
スリーセブンのメンバーは、
ダウン症、
自閉症、発
達障がいなどを持つ子ども達、
そのきょうだい達
です。
ヒップホップ、
ブレイクダンスなど楽しくレッ
スンしています。年齢の幅も広く大勢ですが、ひ
とりひとりが主役である Three X Seven です。
個性あふれるメンバーの楽しく踊っている姿をど
うぞお楽しみに！

Shiny Dance Twirlers
バトンとチアのチームです♪横浜、湘南、町田で
活動しています。毎年このステージを楽しみにし
ています。未就学児〜大人まで在籍中。バトン
の楽しさが伝わるよう、パフォーマンスします！

30

13:00

14:00

キッズナーサリ―あざみ野 体操教室

13:00

UPTOWN GIRLs
30

30

Twinkles
十二支 ラリベルタ

※スケジュールは予告なく変更する場合がございます。

キッズナーサリ―あざみ野 体操教室

BAHIRA

キッズナーサリーあざみ野「体操教室」
は、体操
の基本的な技と踊りをリズムに合わせて発表し
ます。アクロバティックな動きがたくさん出てきま
すので注目してください！技が決まった時には、拍
手を頂けるとみんなの力になります！よろしくお願
いします！
！

UPTOWN GIRLs

ベリーダンスサークル "BAHILA" です。バヒラと
はアラビア語で " 輝く" と言う意味です。ベリー
ダンスと出会えたことでいろいろなものを得て、
人生が何倍も楽しくなりました。ベリーダンスの
楽しさを皆様に感じていただけるよう、心を込め
て踊らせて頂きます。
どうぞよろしくお願いしま
す。

白楽で活 動している UPTOWN GIRLs です。
仲良し JC ４人で楽しく踊りますので応援よろし
くお願いします☆

Oriental Venus
川崎市のスタジオを拠点に活動しているベリー
ダンススクールです。地域イベントにも積極的に
参加し、
ビギナーでも練習の成果を披露するチ
ャンスがたくさんございます！一緒に楽しく踊りま
せんか？新規生徒さん随時募集中です。

南
ゲート

東日本大震災以降「ピンチをチャンスに」
を合い
言葉に、小学生から大学生までの福島の若者
による復興支援チームとして国内外で活動して
います。伝統的な日本の踊りをベースとしたパフ
ォーマンスや言葉を通じて、福島の再生と日本
人の力強さを、新横浜から世界にキックオフして
いきたいと思っています。

はまっこダンサーズ
私たちはまっこダンサーズは今年で 16 年目の
ダンスチームです。未就学児〜中学生が土曜日
の日産スタジアムで仲良く活動しています。今日
は元気にパワーとキレのあるダンスで会場を盛
り上げます！どうぞお楽しみください！
https://www.hamakko-dancers.com/

15:00

Three×Seven新横浜クラス
Shiny Dance Twirlers
Oriental Venus
ふくしまバトン（伝統文化みらい協会）
はまっこダンサーズ
トムボウイ・ダンスインスティテュート

30

16:00

Hula Lei Makamae
チアダンスチーム・Cheerful
Youth Theater Japan

30
ステー

ジ

キッズランド
鶴見川わくわく水族館
よこはまの動物園

東
南
西

フリーマーケット

ッジ
南ブリ

北

ふくしまバトン

（伝統文化みらい協会）

Dance Studio M☆M CLUB
FlyBetty

30

BAHIRA

Heirani

Dance Dance Dance @ YOKOHAMA 2018 パートナー事業

Twinkles
こんにちは！明治学院大学 ソングリーディングサ
ークル Twinkles です！ 今日この舞台のために
メンバー全員で一所懸命練習してきました。皆さ
まに元気と笑顔をお届けします、go twinkles！

11

４

9:00~12:00

SHINYOKO
STREET DANCE FES. 2018
FREESTYLE DANCE BATTLE 予選
どんな音楽がかかるかはその時になるまでわからない！
音楽に合わせて即興で踊り合うダンスバトル！
！
白熱のバトルを是非、ご覧ください！

※スケジュールは予告なく変更する場合がございます。

トムボウイ・ダンスインスティテュート
横浜アリーナ近くのダンススクール「トムボウイ・
ダンスインスティテュート」
です。
キッズ、
ジャズ、
ヒップホップ、
ガールズ、ポップ等のストリートダ
ンスをはじめ、JPOP、KPOP、アイドルのカバー
ダンス等幅広いジャンルのレッスンを開催、幼児
から 50 代、初心者も楽しくレッスンしています。
#トムボウイで踊ろう

Hula Lei Makamae
横浜市を中心に活動し、年齢を問わずどなたで
も楽しんで頂けるお教室づくりを心掛けていま
す。心を表現する美しいフラを目指し、各種イベ
ントやボランティアでの舞台を通して絆を深めて
います。心からの笑顔で皆様にフラの楽しさを伝
えられたら嬉しいです。

チアダンスチーム・Cheerful
おとなから始めるチアダンスチーム・Cheerful
です。毎年新横浜パフォーマンスに出演するの
をメンバー一同とても楽しみにしています。みなさ
んもわたしたちと一緒に声を出したり、踊ったりし
てチアリーダー気分を楽しんで下さい！

Youth Theater Japan
YTJ は、
この活 動を通じて、海 外に発 信できる
「多数のコンテンツ・パフォーマンス」や「公演」
を制作すること、国際交流を推進し、社会に貢
献することを目指しています。現 在 全 国に 38
スタジオを展開し、8000 名を超えるメンバーが
活動しています。YTJ メンバーがお届けするパ
フォーマンスを、お楽しみください！

