ダンススクール TOON-B☆

ジャンル：ｊａｚｚ

基礎練習、ストレッチを充分にしてからダンス練習の流れです。
ダンスが初めての⽅でも必ず楽しめます♪
和歌⼭校
⽉曜⽇ kids 18:15 〜 19:15（5才から）
⼀般 19:30 〜 20:30（中学⽣から⼤⼈）
岩出校
⽔曜⽇
⾦曜⽇

kids 18:00 〜 19:00（5才から）
middle 18:30 〜 19:30

ダンスを通じて仲間との絆を感じひとつの作品を作り上げる喜びをたくさんの⽅に感じてもらいたいです。
初回は無料体験に来ていただけます！ ⾒学だけでもＯＫ
ダンスをしてみたいと思っている⽅ ぜひ、⾜を運んでみてください！
お問い合わせ 080-1481-3502 代表 広瀬つかさ

クレルバレエ・ピラティス教室
■ 泉南スタジオ ロジカ教室（⼤阪府泉南市樽井4-34-37 ⾚レンガRui内）
⼤⼈初⼼者向けピラティスバレエ ⽊曜⽇⽉4回 10:30 〜 12:00
■ 和歌⼭市内教室 (和歌⼭市杉ノ⾺場1-44 ベルネットビル2階)
⽉曜⽇ ⽉4回 ⼦供バレエクラス
18:00 〜 19:00
⼦供トウシューズクラス 19:00 〜 19:30
⼤⼈初⼼者向けピラティス19:45 〜 20:15
⼤⼈向け初中級バレエ
20:15 〜 21:45
■ 和歌⼭岩出教室(和歌⼭県岩出市清⽔503-1）
⼤⼈向け初めてのバレエ ⾦曜⽇⽉4回 9:45 〜 10:45

楽しくレッスン!!
主宰
⼦供も⼤⼈も個々に合わせて丁寧に指導しています。
坂本安津⼦
各教室とても雰囲気の良いクラスです。
インド政府公認
はじめてでも⼤丈夫!!
スワミ・ヴィヴェーカナンダ・
まずは体験⾒学へお越しください。
ヨーガ研究財団 認定
ヨーガ教師

随時体験可能【要予約】
各教室 お⽉謝は異なります。
詳しくはホームページをご覧ください
http://www.belle-net.co.jp/clair-ballet
各教室体験予約
携帯 070-5047-2622
Mail o7o50472622@y-mobile.ne.jp

DANCE
MNX 2020

クレルバレエ ＡＹＡＫＯ ーロフィール
⼤阪芸術⼤学舞台芸術学科舞踏コース卒
クラッシックバレエインストラクター
FTP認定マットピラティスベーシックインストラクター資格所得

ご来場の皆さまにお願い

2020.8.16(Sun)
和歌⼭県⺠⽂化会館 ⼩ホール

新型コロナウィルス感染予防のため、発熱や体調のすぐれない⽅の⼊場はお断りします。
⼿洗い、⼿指の除菌消毒し、マスクは必ず着⽤してください。
客席は、１席づつ空けてお座りください。 座席は１部と２部で交替（⼊替）となります。
公演中は、⼤声の発⽣、声援、激しい呼気を伴う動きはしないようにお願いします。
ロビー等では、対⾯での会話や飲⾷は避けてください。
花束やーレゼント等の受付は⾏っておりません。
楽屋⾒舞いはご遠慮ください。

※ホール内の空気環境をより良くするため、⾼機能空調設備により、
通常より、多くの新鮮な外気を取り込み、換気も同時に⾏っております。

開場
17：00
１部開演 17：30
２部開演 18：30
Ticket Free

要 整理券
要 マスク

主催 ＤＡＮＣＥ ＭＩＸ
企画・ーロデュース
ATSUKO Sakamoto
後援 株式会社 和歌⼭リビング新聞社
ニュース和歌⼭ わかやま新報
舞台・照明・⾳響 株式会社⼤阪共⽴
ＭＣ 宇和千夏

本⽇は DANCE MIX 2020 にご来場頂き有難うございます。
2018年に産声を上げたこのイベント。第３回⽬となる本⽇、
“WOW!ｼﾞｮｲﾝﾄﾌｪｽﾀ“ から “DANCE MIX“へバ−ジョンアップします。
⼦供から⼤⼈ 約100名のダンサ−の命の躍動を感じて下さい。

TOON-B

ジャズダンス

DANCE MIX 代表 坂本安津⼦
http://dance-mix.me/
sepia.dance@gmail.com

Team Paeria

HIPHOP,フリースタイル

ATTRACTIVE

ロック
代表 広瀬つかさ
080-1481-3502
https://toon-b.wixsite.com/mysite

しろうさぎ

Yoko Pasion サルサダンス

代表 堀江眞⼸
090-5667-2711
https://www.instagram.com/team_paeria_official/

フリースタイル

代表 井⼝貴⽂（TAKA)
070-5047-2622
ixile00853592193@gmail.com

クレルバレエ

Ballet

DanceUnit KANAMI COMPANY
フリースタイル
代表 丸⼭由加⾥
0736-61-3308

代表 ⾼⽥洋⼦
090-3943-8841

代表 北崎加奈美
073-444-5950
代表 ⼤畑絢⼦
070-5047-2622
Mail o7o50472622@y-mobile.ne.jp
http://www.belle-net.co.jp/clair-ballet

１部

２部

1 Team Paeria KOTOスキルアップ 振付 KOTO
⽊村 美⽉、⼩⾕ 友紀奈、⽩⼟ 美⽻、髙井 望愛、濱 あおい、南⽅ 梨⾳、KOTO

1 TOON-B SPECIAL 振付 TSUKASA
岩崎 結愛、藤本 愛瑠、南 ⼼々菜、⼭添 杏実、東妻 稜、広瀬 つかさ

2 ATTRACTIVE ＴＡＫＡロッククラス 振付 ＴＡＫＡ
⻄⾕ 彪我、⻲井 麗⽻、⾼橋 柚真翔、⼭⽥ ⼤和、⾦城 歩武、⻑尾 隆良、⾚松 伊織、久⽊⽥ ⿓

2 TOON-B ⽔曜キッズクラス 振付 TSUKASA
広瀬 那乃⽻、岩⽥ 笑祈、下村 聖奈、江⼝ ⼼菜、中野 結⽉、⼭﨑 未紗、佐野 姫奈、⻑⽥ 美海、⾦⾕ 優花、⽊下 梨々⾹、
⽵綱 麗⽛

3 YOKO PASION サルサダンス 振付
⾼⽥ 洋⼦、辻本 和⼦、野⽥ 佐代

⾼⽥洋⼦

4 クレルバレエ ⼦供クラス 振付 ⼤畑絢⼦
安藤 凛乃、妹脊 佑⾐、歌野 由唯、郷野 愛莉、野嶋 紗⽻、⽴⽯ ⼣芽、出⼝ 莉乃葉
5 クレルバレエ ⼤⼈クラス 振付 ⼤畑絢⼦
⼤畑 絢⼦、橋⽖ ひなた、川⻄ 和美
6 KANAMI CAMPANY フリースタイル 振付 北崎加奈美
佐野 紗知⼦、中井 安⼦、福原 牧⼦、藤川 和希、本多 紀好美、吉井 則⼦、北崎 加奈美
7 ムービンハイTAKAロッククラス 振付 TAKA
横畑 優花、辻岡 なよみ、⼩⾕ 瑠⾹、松嶋 葵、中村 輝磨
8 Team Paeria NANAE HIPHOP 振付 NANAE
上内 愛佑奈、岡 ⾥瑠、⽊村 ⽂⾹、髙井 望愛、⽴⽯ 佳菜⼦、南⽅ 梨⾳、NANAE

3 しろうさぎ フリースタイル 振付 TSUKASA
俵原 時貞、江坂 ⼼花、森本 詩菜、堅⽥ ⼼和、堅⽥ 鈴梨、吉村 明莉、川原 桜咲
4 TOON-B ⽉曜キッズクラス 振付 TSUKASA
広瀬 那乃⽻、⾕⼝ 陽悠、宮前 茉冬、新⼭ 瑠璃、新⼭ 琉那、杉岡 碧⾳、⽵綱 來麗
5 ｃｌｏｓｅｒ フリースタイル
ATSUKO SAKAMOTO

振付

ATSUKO

6 TOON-B ⼀般クラス 振付 TSUKASA
⼩原 ⼰怜、東妻 稜、⻑⽥ ⿇⾐⼦、中村 晃⼦、中村 美⿇、⾼⽊ 美久、⼩橋 愛以、広瀬 つかさ
7 TOON-B ミドルクラス 振付 TSUKASA
岩崎 結愛、植野 彩⼼、中野 莉碧、藤本 愛瑠、南 ⼼々菜、⼭添 杏実、永⽥ 茉⾥奈、植野 鈴、岩⽥ 妃莉、⾕岡 弥桜

