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平成 29年 11月 19日 (日 )

午後 3:30開場

午後 4:00開演

三鷹市公会堂 光のホール
(三鷹市野崎 1-1-1)

主 催  三鷹市教育委員会

三鷹市芸術文化協会



プログラム

1日 ～『丼の頭公園100周年記念」によせて～

三鷹市洋舞連盟合同作品
{協力 写真連盟 フォト・サークル三鷹・美術連盟)

『四季』よリ        ヴィヴァルディ作曲
『パリのアメリカ人』よリ    ガーシュイン作曲

行き交う人々

三國  隆  岡本 義耀  陽明 孔明

春 スタジオ・ラヴィ

久世紗由莉  沼田 夏帆  杉本 瑞季  杉本 沙季  倉田 千歳

隠田 百椛  山口  藍  丸山こころ  曽根みいか  相澤ほのか

菅井 都帆  佐々木陽菜  中島 颯三   中島 瑠来  川原 陽花

丸山 萌々  丸山 奈々

夏 ミタカバレエアカデミー

阿弥梨沙子  高橋由理佳

高橋 由佳  小野 綾子  小林 挑花  鈴木わかな  野村 美佳

藤田かのん  河口 文奏  高吉 音至  木村 真凛

秋  Aki Ballet Group

原本由紀恵  瀬戸日奈子  千葉  遥  荻原 彩音  若林 音羽

阪元 天音  薄羽 遼香  伊藤 真彩

冬 岡本るみ子バレエスタジオ

冬の精  佐々木百合  和泉 良雄

フィナーレ  全員



2日 高和学院・橘バレエ教室

『丁he March』

伊藤  環  今福 夏緒

樋沼 あい  山崎日南子

木村 悠乃  齊藤 美那

秋川恵怜菜  海田 悠羽

溝端 花暖  村上 琥珀

齊藤 友李  国崎真奈美

3.丼村バレエスタジオ

4.スタジォ・ラ・ヴィ

Powerful Zone

相京 真彩  青木 真理子

池上莱々子  今井 美玖

河井 美羽  岸本 唯花

志田 純夕  白井 若葉

高橋  曜  武田 紅葉

富永 璃子  中田 希穂

堀越 華歩  松山 奈央

榎本 真志  大矢 怜音

熊澤 美月  小林 雛乃

堤  史莱  平野  碧

山田 波奈

振付・指導 :川上寛子・館野若葉 。國領美帆呂

「コッベリア」より糸紡ぎの踊り
佐藤 そら  藤本 紗英  清水ふう子

「くるみ割り人形」より あし笛の踊り
矢野 優子  藤丸 香乃

「コッベリア」より 婚礼の踊り
全 員

振付 。指導 :丼村美カロ

加藤 友香

監修・構成 :大野紀美

振付 :大成高等学校ダンス部 舞凛

北川 理緒

吉田 麻央

三井内志緒里

小林 紗和

望月 絢音

青羽  |)な

岩田 芽衣

今野 萌恵

杉  七海

武部 咲弥

新田 美羽

宮崎  葵

貝渕美乃里

柴戸理香子

平松 佑梨

田畑 `芦香

伊藤 帆南

山時帆乃佳

永井  杏

ノヽ木 杏菜

長渡 もか

木崎加那子

浪崎 花梨

山下 寧々

網蔵 幸乃  雨宮 愛美

大石 愛莉  大川ゆりあ

佐藤 香奈  重野 希美

鈴木瑛梨奈  高橋  牧

田中 美希  千葉 桃花

漬砂 乃愛  平野 優香

森下 沙羅  猪又 春稀

鎌田 光咲  亀倉 菜月

滝沢 莉那  谷口 結布

廣瀬 彩音  山井ももこ



5ロ ミ タ カ バ レエ ア カ デ ミ ー    日嚇 霧 :,撻哲治 宮崎知美 高橋由佳

「ドン・キホーテ」3幕よリガラ

キ トリ      宮崎 知美

バジルの友人   杢大 大輝

キュービッド

曽根 篠楽  瀧嶋 陽子  奢ジャセリン  賢岡ひなた  保谷 衣純

管納 真彩  北澤 百花  高梨 結衣  竹元 花音

ドリアード I

荒木 のん  飯野 陽南  高吉 弥知  橋 理沙子  桃峙  碧

ドリアードI   藤田かのん  木村 真凛

Va l    鈴木わかな  野村 美佳

Va 2    高吉 音至

Va 3    小林 桃花

Va 4    河口 文奏

Va 5    高橋 由佳  小野 綾子

Va 6    宮崎 知美

Va 7    高橋由理佳

コーダ      全員

6.殺 陣 浪 士 組          監修 。日 I杉 田晒鋸 。和智佐知子

「土方歳三の想い～箱館から多摩の地へ～」

杉田 晴信  桜井しずか  杉田 佐知  伊達 侑華  村井 大介

7.Aki Ballet Group         振付指導:宇佐見亜希

指導 :森川茉央・保坂美幸

「KHACHATURIAN」

原本由紀恵  瀬戸日奈子  工藤 颯人

千葉  遥  荻原 彩音  若林 音羽  阪元 天音  薄羽 遼香

高橋 李依  伊藤 真彩  平井 美帆  安藤 光里  高橋 優衣

鴫原 蒼依  篠澤 花音  中村 歌歩  中村 詩歩  上原いろは



こあいさつ

本日はご来場頂きましてまことにありがとうございます。

また、三鷹市はじめ多くの関係者の方々のお力添えのもと、本日開催の運びとなりま

したことを厚 く御礼申し上げます。三鷹市洋舞連盟は現在 7団体が加盟していますが今

回は、市民参加の 1団体も加わり、バラエテイーに富んだプログラムになりました。

特に～「井の頭公園 100周年記念」によせて～は三鷹市洋舞連盟 4団体による合同

作品ですが、コラボレーションという形で写真連盟 フォトサークル三鷹様と美術連盟

様もご参加いただき、この作品を盛 り上げて下さいましたc2団体様のご協力に深く感

謝申し上げます。

幼児から大人まで多勢の出演者達がたのしい踊りをくり広げますことをご期待下さい。

そして、客席の皆様におかれましては、どうぞ最後までゆっくりとご覧いただいて、

あたたかい拍手にてお応え下さいますようお願い申し上げます :

なお、最後になりましたが、スタッフの皆様、陰で支えて下さいました皆様方、本

当にありがとうございました。この場を通じて御礼申し上げます。

2017ビ年11月 19日

三鷹市洋舞連盟会長 岡本るみ子

製作実行委員

舞 台 監 督
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三鷹市洋舞連盟

真 木 光太郎

佐々木 英 広

藤 井 由 樹

0イ メージヮーク

塚田 。長川写真事務所

辻 野 貴重子

=鷹
市洋舞連盟会員募集 !!

連盟では、三鷹市の芸術文化のさらなる普及と発展のため

広く会員を募集しています。お気軽にお問い合わせください。

三鷹市芸術文化協会

0422-45-1283
岡本るみ子 (三鷹市洋舞連盟会長)

0422-46-6649

※本番中のビデオならびにフラッシュによる写真撮影は堅くお断りいたします。
※携帯電話の電源はお切 り下さい。

三鷹市洋舞揮盟会員 (50音順)

安達 哲治

井村 美加

宇佐見亜希

大野 紀美

岡本るみ子

川崎みゆき

高麗 和夫

0422-42-1901

0422-44-3861

03-3417-9976

090-309Ю卜1523

0422-466649

03-3390-1004

0422-44-5209

ミタカバレエアカデミー)

ヰ村バレエスタジオ)

Akiバ レエグループ)

スタジオ ラ・ヴィ・

人成高校ダンス部 舞凛 )

日本るみ子バレエスタジオ)

1川 崎みゆきバレエスクール)

(高和学院・橘バレエ教室 )


	名称未設定

