
出場校一覧【プログラム順】＃４４ プログラム順は変更があり得ます。また、出演予定時間は当日の進行状況により

変わります。あくまで目安ですので、ご注意ください。

予定時間 NO   学　校　名      作　　品　　名 ｼﾞｬﾝﾙ 顧問 予定時間 NO   学　校　名      作　　品　　名 ｼﾞｬﾝﾙ 顧問

10:20 1 東京学芸大学附属高校 葛藤　～私の中のクズとフジ～ 創作ダンス 前田曜子 11:40 21 都立昭和高校 Lupin the third 創作ダンス 田島優

2 都立足立新田高校 君の名は フリースタイル 加藤三奈子 22 都立新宿高校 土裏異夢　ドリーム ジャズヒッツプホップ 山田真哉

3 都立墨田川高校 SUMIDANCE ヒップホップ 本郷みどり 23 お茶の水女子大学附属中学校
Evolution　～進化は続くよどこま
でも～

創作ダンス 君和田雅子

4 豊島学院高校 薔薇 創作ダンス 大野沙耶花 24 都立大山高校 Starting　Over ヒップホップ 阿知羅明日香

5 筑波大学附属高校 窒息 創作ダンス 大澤幾子 25 都立つばさ総合高校 PASSION フリースタイル 小林敦子

10:40 6 桜丘中学・高校 LAGALA　CITY フリースタイル 倉田豊子 11:55 26 東京家政大学附属女子高校 形勢逆転　～prison　break～ ジャズヒップホップ 折井晋也

7 都立狛江高校 おもてなし フリースタイル 篠田良子 27 共栄学園 scream（スクリーム） フリースタイル
川崎明子

藤井和貴子

8 日本大学第三中学 Make　It　Shine チアダンス 髙橋美奈子 28 東京成徳大学高校 PANDA フリースタイル 原田美香子

9 品川エトワール女子高校 Show　me　how　your　burlesque ジャズダンス 図子まりな 29 都立葛飾総合高校 ０　～スタート～ 創作ダンス 長真鈴

10 都立本所高校 Oh！　Ｍｙ !　  Ｇｏｄ ヒップホップ
橋本久美子
中川絵美 30 都立板橋有徳高校 LOVE フリースタイル 塚原久美子

10:55 11 青山学院高等部 シンデレラ奮闘記 創作ダンス
桂由貴子
梅津直子 12:15 31 都立武蔵高校 Can't　stop　the　feeling　!!! ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ 田村典子

12 都立小金井北高校 成蝶 創作ダンス 渡部貴子 32 都立三田高校 希望 フリースタイル 永峰寿子

13 小野学園女子高校 Summer　is　coming 創作ダンス 三本正行 33 都立小石川中等教育学校 赤ずきんちゃん・・・？ フリースタイル
百瀬絢子
永尾瑠衣

14 都立光丘高校 Colors　Wonderland フリーダンス 小森かよ子 34 都立成瀬高校 日本 創作ダンス 福江　香

15 都立翔陽高校 ５０’ｓ　パーティーガール フリースタイル
中村志野
山本しおり 35 都立橘高校

昭和から平成、
　　　　そして私たちの担う世代へ

ヒップホップ 野路圭介

11:15 16 都立紅葉川高校 Black　berry ストリート系
小美野真人

杉　翠 12:40 36 都立桜町高校 Sniper ヒップホップ 阿部愛美

17 田園調布雙中学校 Girls　Battle ガールズ
木下優美
呑海智子 37

18 都立文京高校 ２分３０秒劇場 ヒップホップ 柴田英敏 38 日本大学第三高校 Talk　to　Myself フリースタイル 島津愛美

19 都立青山高校 江戸 フリースタイル 徳永恵子 39 都立広尾高校 オモチャ 創作ダンス
久保奈緒子
池上正子

20 都立小岩高校 JE音ギゃ フリースタイル 大島宏基 招待 日本女子体育大学 「蝶々結び」　　　「friend  like  me」

第1部 午前の部

無しになりました



出場校一覧【プログラム順】＃４４ プログラム順は変更があり得ます。また、出演予定時間は当日の進行状況により

変わります。あくまで目安ですので、ご注意ください。

予定時間 NO   学　校　名      作　　品　　名 ｼﾞｬﾝﾙ 顧問 予定時間 NO   学　校　名      作　　品　　名 ｼﾞｬﾝﾙ 顧問

14:25 招待 日本女子体育大学
「蝶々結び」　　　「friend  like
me」

59 都立多摩高校 Ｃrew　on　the　earth　!! フリースタイル 柿澤詩織

40 都立芦花高校 娘の成長 授業作品
創作ダンス

勢畑多恵子 60 都立千早高校 共存　侵略　平和 ヒップホップ
朝倉知子
伊家昌美

14:35 41 都立忍岡高校 VIRAL　INFECTION 創作ダンス
中山恵子

加藤久美子
　新村友里

15:55 61 都立大江戸高校
我ら凡夫の知力に非ず
　　　～「太平記」藤原千方の四鬼より

創作ダンス 布施典子

42 都立調布北高校 ＮＡＴＵＲＥ フリースタイル 飯塚理子 62 都立大島高校 白雪姫 waack・ブレイク 廣谷吉昭

43 都立松が谷高校 ＤＯＰＥ ヒップホップ 西村昌也 63 都立蒲田高校 Y・D・K・K フリースタイル 並木重光

44 都立東大和南高校 Don't　stop　the　music フリースタイル 岡本真理子 64 都立竹早高校 おもちゃの兵隊 フリースタイル 山内弥生

45 都立南平高校
Cursed　Picture　～呪いの絵画
～

ヒップホップ
コンテンポラ
リー

西田克枝
山下裕子 65 都立羽村高校 道 ジャズ 篠原会理

14:55 46 都立大田桜台高校 CLOWN フリースタイル
齋藤芳子
倉重高子 16:10 66 都立江戸川高校 春夏秋冬 創作ダンス 武田　毅

47 都立青梅総合高校 dolls ヒップホップ 森田理子 67 都立城東高校 D－MONSTER ストリート
鹿野真由美
菊地義昭

48 都立上水高校 Force　Fighters ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ
池和田喜代美
山本佐智子 68 白梅学園高校 SPY フリースタイル 池田育子

49 都立一橋高校 サラリーマンと秘書 ヒップホップ 井出知子 69 都立小山台高校 祈り　－pray　for　ageー 創作ダンス
石塚純一　裏俊男

平岡里沙
加々本祐紀

50 都立目黒高校 SMASH ヒップホップ
斎藤則子
山本香奈 70 都立大泉高校 Reincarnation ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ 滝石有紀

15:10 51 都立松原高校 英雄 フリースタイル
進藤雅枝
小松訓子 16:35 71 都立田無高校 ヤンキー 創作ダンス 佐々木美奈

52 都立板橋高校 Let’s　Dance　shu　!! ヒップホップ 坂内萌々子 72 都立晴海総合高校 愛コンタクト 創作ダンス 小平まり

53 都立井草高校 IGNITE フリースタイル
井口　守
宇佐美恵
酒井葉月

73 都立農産高校 BATTLE 創作ダンス 圖師章一郎

54 都立八潮高校 宇宙 創作ダンス
間島絵梨

小国みゆき 74 都立江北高校 Powerful フリースタイル
木村由美
飯島道代

55 都立武蔵丘高校 Waitress！！ ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ 木内美帆 75 文教大学附属高校 Leap　up　Girls フリースタイル 五十嵐彰

15:35 56 藤村女子中学高校 Can't　hold　us フリースタイル
増森理世
吉田文子 16:55 76 都立小川高校 NEXT　TARGET フリースタイル 原　和香

57 都立千歳丘高校 Conquer　the　nightmares フリースタイル
秦美郷　室彩恵

浅見真理
岡まゆみ

77 都立深川高校 Dance　with　us フリースタイル 川村真弓

58 都立葛西南高校 True Colors ヒップホップ
相川敬子
銘苅奈苗 78 東亜学園高校 GLANZ　of　first　generation チアリーディング 赤松美紀

79 都立芦花高校 The　UNIQ　 Link！ 創作ジャズダンス
勢畑多恵子
中山真理

波多野由賀里

第２部 午後の部


