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世界最大級のダンスイベントが、今年も幕張メッセで開催 !!
JSDA公認ダンスプログラム「avex Dance Master」を導入するスタジオが一堂に会する、
世界最大級のダンスイベント『JSDA presents DANCE NATION 2013』が
11月17 日
（日）に幕張メッセ国際展示場 1・2・3 ホールで開催！
出演者総数は約3,000人、そして述べ 30,000人以上を動員する
年に一度のavex Dance Master 主催のビッグイベントで、
今年も約100チームの受講生が 2 つの巨大ステージで、熱いパフォーマンスを繰り広げます。
今回は、そんな世界で最も 豪華 で ゴージャス なダンスイベント
「JSDA presents DANCE NATION 2013」の魅力を余すことなくお伝えします！
JSDA presents DANCE NATION 2013 オフィシャルサポーター：
オフィシャルテーマソング：
「Dance Away」by
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【アバウト イベント】

JSDA presents DANCE NATION 2013とは!?
JSDA Ofﬁcial Dancer
avex Dance Master Instructors

JSDA 会員からなる精鋭ダンサーのステージをチェック
総 勢60名による圧巻のパフォーマンス

参加型企画！ みんなで一緒に EZ DO DANCE!!

EZ DO DANCERCIZE

avex Dance Master
Dream Team

7 期生のパフォーマンスをチェック

DANCE BATTLE
協賛企業ブース／フードコート

DANCE NATION 恒例のダンスバトル
お腹が空いたらココへ！ 限定グッズ販売も

注目アーティスト、ゲストダンサーの必見パフォーマンス！

LIVE PERFORMANCE

JSDA presents DANCE NATION 2013
オフィシャルサポーター：
オフィシャルテーマソング：「Dance Away」by

出演者総数は約3,000人！ 延べ30,000人以上を動員する

世界最大級のダンスイベント!!

﹁エイベックス・ダンスマスター﹂

を導入するスタジオが一堂に会し開

催する世界最大級のダンスイベント

です︒今回が 回目の開催︒毎年参

出演者総数は約 千人︑そして延べ

加店舗も参加者も増え続け︑今年の
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万人以上を幕張メッセ国際展示場
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TIONを体感してみてください！

にパワーアップした DANCE NA

ぜひ︑会場まで足を運んで︑さら

ION 2013﹄です︒

presents DANCE NAT

ダンスイベント︒それが﹃JSDA

世界で最も
〝豪華〟
で〝ゴージャス〟な

企画やサプライズを用意しています︒

る﹄ことをコンセプトに︑
さまざまな

す︒また﹃ダンスで世界を盛り上げ

会﹄
としても充分楽しんでいただけま

頃の練習成果を発揮する
﹃ダンス発表

充実した内容となっています！ 日

にパワーアップしたフードエリアと

社によるブースの出店︑
昨年よりさら

どころ満載です︒また︑
今年も協賛各

やダンスバトルなど︑
各ホールとも見

ジでもアーティストパフォーマンス

ャルナンバー︑
そしてセンターステー

ンス︑
インストラクターによるスペシ

ゲストダンサーのライブパフォーマ

︑
アーティスト・
﹁Dream Team﹂

ら 選 抜 さ れ た オ ー ルスターチーム

スマスター受講生／ JSDA 会員か

ストアカデミー／エイベックス・ダン

ンス︑さらにエイベックス・アーティ

チームの受講生たちによるパフォーマ

ダンスマスター導入店舗から約 100

メインステージでは︑エイベックス・

に動員します︒
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【チェック イット アウト】

今年は、
ここが見どころ！

avex Dance Master Dream Team
＠ LEFT STAGE
今年が7期生となるDream Team。今年のメ
ンバーは、総勢17名！ エイベックス・ダン
スマスターとはなにかを体現する、アイコン
的なチームとして君臨しています。厳しいオ
ーディションを勝ち抜いた17名の圧倒的なパ
フォーマンスをご覧ください！

LIVE PERFORMANCE

＠ALL STAGE

DANCE NATION 2013のオフィシャルサポーターに抜擢された「Prizmmy☆」を始め、イ
リンガルかつ国際感覚豊かなメンバーを中心に結成された「FAKY」、人気声優と秋葉系オ
タクダンサーのコラボユニット「福原香織とRAB」、新人の「青野紗穂」
「大門弥生」が出演！

JSDA Official Dancer
＠ RIGHT STAGE
今夏のa-nation stadium fes.を沸かした
「a-nation Official Dancer」が、
「JSDA
Official Dancer」として復活します！ あの
感動をもう一度!!

FAKY
Prizmmy ☆

DANCE BATTLE
＠CENTER STAGE
恒例のダンスバトル。今年は、予選から決
勝までをセンターステージで行います！
14組による白熱したバトルを見逃すな!!

青野紗穂

大門弥生

ゲストパフォーマンス

福原香織と RAB

＠ALL STAGE

ゲストダンサーには、東方神起×avex Dance Master PRESENTS SCREAM DANCE
CONTESTの優勝チーム「team T」と「pinkchild」に、Legend Tokyo Chapter.3から、
JSDA/avex賞を受賞した「MIWA」、そして、夏のa-nation islandにて開催されたDANCE
CLUB CHAMPIONSHIPの優勝校「北九州市立高等学校」と「同志社香里中学校」が中高生ト
ップレベルのパフォーマンスを披露！ さらに、北海道ローカルＵＨＢの人気番組「Ｕ型テ
レビ」の人気ダンスコーナー「Ｕ型ダンスバトル」から優勝チーム「Ｎ２ＤＸ
（エヌデラック
ス）」がショーケースライヴを行います！

MIWA

同志社香里中学校

北九州市立高等学校

pinkchild

tram T

N2DX

協賛企業ブース／フードコート ＠ CENTER STAGE
協賛企業各社の展示ブースでは、受講生にたくさんのプレゼントや限定グッズの販売を行い
ます！ さらに、今年のフードコートも多彩なジャンルの料理を用意しています!!

avex Dance Master Instructors
＠ LEFT ／ RIGHT STAGE
※Instructors SHOWCASE Part１は「1ホール」で、
Instructors SHOWCASE Part２は「3ホール」で行わ
れます。

これを見ないとDANCE NATIONは終われな
い！ 毎年趣向を凝らし作り上げる、総勢
60名のインストラクターナンバー。DANCE
NATIONラストナンバーで盛り上がろう！

EZ DO DANCERCIZE
＠ RIGHT STAGE
メガヒットDVD『TRF EZ DO DANCERCI
ZE』をフィットネスクラブ用にアレンジした
プログラムを、ひと足お先にDANCE NATION
で体験しちゃおう！
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【エキジビション エリア】

DANCE NATIONをサポートする協賛企業ブース
今年もたくさんの企業がDANCE NATIONをサポートしています！
各協賛企業のブースでは、
さまざまなコンテンツの展示や抽選会など、
イベントがいっぱい！
※ブース内容の情報は、10 月末日時点のものです。

STEEZ

DANSKIN

ダンサーのマストアイテム「STEEZ」の
多彩な機能をブースでチェックしよう！

NY で生まれたダンスウエアの
パイオニア「DANSKIN」
！
世界的ダンサーの
Jessica が特別ゲストで登場 !!

パイオニアのブースでは、ダンサーの皆さんを強
力にサポートする機能を満載したSTEEZをDANCE
NATION限定の特別価格で販売！ また、ダンスの練
習に役立つ機能を盛り込んだiPhoneアプリのデモ
を実施するほか、楽しい企画を実施予定！ ぜひお
立ち寄りください。

DANSKINのダンスウエアを直接体感できるプロダク
トを多数ご用意。DANSKINの高機能なダンスウエア
をその手で体験ください!! また、特別ゲストにタレ
ント・ベッキー
さんの妹で、世
界的ダンサーの
Jessicaさんが登
場するのでそち
らもチェック！

Jessica

RONI（ロニィ）

おしゃれな女の子の人気ブランド
「RONI」の世界観をブースで展開！
RONI GIRLS

RONI GIRLS Osaka

おしゃれに敏感な女の子に人気のRONIが、RONIの
世界観をブースで展開。レイアウトやディスプレイ
などの細部にもRONIらしいこだわりが感じられる
空間です。イベント当日は、出演者対象の抽選会を
開催！ 賞品にはおしゃれ感度の高いアイテムを用
意してお待ちしています。そのほか、本イベントの
販売用に作成した、ワンコイン
（¥500）アクセサリ
ーラインも充実！ RONI GIRLSのパフォーマンス
にも大注目！

DANCE STYLE KIDS

キッズダンサーのマストアイテム
『ダンス・スタイル・キッズ』の
バックナンバーが勢揃い！

プリティーリズム・レインボーライブ

プリズム☆メイツも待ってます♪
おしゃれしてブースに全員集合！
人気アニメ『プリティーリズム』の第3期となる、新
シリーズ『プリティーリズム・レインボーライブ』の
ゲームやグッズがた〜っくさん！ プリズム☆メイツ
も遊びに来ちゃうよ!!
プリズム☆メイツ

©T-ARTS / syn Sophia / テレビ東京 / PRR製作委員会

撮影無料☆ プロのカメラマンが
あなたの思い出の1枚を撮影します！

フォトクリエイト

プロカメラマンが特設スタジオであなたを写真撮影してくれます！ DANCE NATION
2013の記念に思い出の1枚を☆ 写真は「フォトチョイス」というインターネットサイ
トに掲載され、気に入った写真があれば、購入も可能！ 素敵な思い出になること間違
いなしです。ひとりでも、友だちや家族と一緒でもOK！ 気軽に来てね♪

雑誌『DANCE STYLE KIDS』の最新号やバックナ
ンバー、教則DVDを販売します。また今年も昨年
に引き続き「スナップ撮影会」を実施。どなたでも
参加OKで、プロのカメラマンがみんなをかっこよ
く、かわいく撮影します。撮影した子の中からラン
ダムで、次号の『DSK』に載れるかも!? 自慢のスタ
イルで、ブースに遊びに行こう!!
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【アーティスト パフォーマンス】

今年の出演アーティストはこちら！
今年のDANCE NATIONにもたくさんのアーティストの
熱いパフォーマンスが予定されています！ 出演アーティストの顔ぶれを一挙ご紹介！
※出演アーティスト情報は、10 月末日時点のものです。

ARTIST LIVE
▶FAKY
フェイキー／Anna（アンナ）、Lil Fang（リル・ファング）、Mikako（ミカコ）、Diane（ダイ
アン）、Tina （ティナ）のメンバーで構成される東京発 リアル系 5人組ガールズグループ。
東京 、 リアル をキーワードに、今の東京ひいては日本の女子を代表する存在になると
いう意味が込められている。各メンバーがリードボーカルをとれるほどの卓越した歌唱力、長
年のトレーニングで培ってきたダンスパフォーマンス力、日本語と英語を使いこなすマルチ
なコミュニケーション力を持ち、今までのJ-POPの概念からは想像できないような 世界標
準 の楽曲群と、 日本ならでは のカルチャーやファッションを取り入れたビジュアルを武
器に、2013年、日本の音楽シーンに華々しくデビュー。

▶福原香織とRAB
ふくはらかおりとアールエービー／
2012年、劇団ひとりプロデュース
でデビューした声優＋秋葉系オタク
ダンサーの異色6人組ユニット。声
優・歌手として表情あふれる歌声の
福原香織と秋葉系オタクからは想

JSDA presents DANCE NATION 2013 オフィシャルサポーター！
オフィシャルテーマソング「Dance Away」を、当日のライブで初披露 !!

ダンスのRAB（リアルアキバボーイ

▶Prizmmy ☆

ズ）。声優とオタクが融合したグル

プリズミー／「avex Dance Master」から誕生したガールズダンス＆ヴォーカルユニット。2011年にアニメ

ープだからこそできるパフォーマン

「プリティーリズム・オーロラドリーム」のスタジオパートにプリズムメイツとして出演していた、みあ、れい

スは、一度見たら病みつきになるこ

な、かりんの3人に、
「キラット☆エンタメチャレンジコンテスト2011」で「プリティーリズム賞」を獲得したあ

と間違いなし！ 現在は、イベント

やみを加えた4人で結成。現在、テレビ東京系にて放送中のシリーズ3年目となるアニメ『プリティーリズム・

やニコ動を中心に活動中。2014年

レインボーライブ』のOP・EDテーマを担当。今年は、TRFのカバーシリーズとして『BOY MEETS GIRL』、

に発売する第2弾作品へ向けて日々

『EZ DO DANCE』、
『CRAZY GONNA CRAZY』もリリース。オトナ顔負けの圧倒的なパフォーマンスと

苦悩しながら制作中である。

本格的なダンスミュージックで活動する、平均年齢12才の期待の新人グループ。

像もつかない世界レベルのブレイク

ROOKIES LIVE
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▶大門弥生

▶青野紗穂

だいもんやよい／R&B、ヒップホップ、レゲ

あおのさほ／5歳からダンスを始め、小学4

エなどのブラックミュージックに強く影響を

年生の時に開催された「キラット☆エンタ

受け、得意のダンスを武器に作詞・作曲・振

メ・チャレンジコンテスト2007」でモデル部

り付けなど全てセルフプロデュースし、歌っ

門の特別賞に選ばれたことを機に、エイベッ

て踊るシンガーソングライターとして関西を

クスで本格的に歌を始める。その後、数々の

中心に活動中。幼い頃からダンサーとして

歌のコンテストで栄冠に輝き、昨年ニューヨ

数々の舞台やクラブイベントに出演し現在

ークの名門「アポロシアター」のアマチュア

はavex Dance Masterのダンスインストラ

ナイトに日本人最年少となる14歳で出場し、

クターとしても活動。また独自のファッショ

他を寄せ付けない圧倒的大差で見事優勝を

ンセンスを活かしてモデルとしても活動し、

果たした。帰国後は数々の全国放送のテレ

デコログに掲載中の彼女コーディネートを

ビ番組に出演、特集などが組まれ、YouTube

中心として投稿は若い10代女性を中心に

のアポロシアターでの映像が動画再生回数

人気を集めている。シンガー・作詞・作曲・

98万回（2013年9月末現在）を超えるなど

振り付け・DJ・モデル・俳優、演出家という

大きな反響を呼んでいる。これから世界を舞

8役をこなすマルチな才能を活かした今後

台に活躍が期待される青野紗穂のパフォー

の活躍に期待が集まる。

マンスは必見！

【ダンス バトル】

白熱のダンスバトル、今年も開催！
毎年オーディエンスを熱狂させてきたダンスバトルを、今年もCENTER STAGE で開催！
今回は、過去最多の 14 組のユニットによるトーナメント戦で実施。
持ち時間を交互に使うターン制で行われる、白熱のバトルをお見逃しなく！

pickles
＋ワン
avex artist
academy
東京校
メンバー：日野夏海、
佐原茉祈、伊藤哲太

Charmer
スウィン東松山
スポーツクラブ

DK2
MONKEYZ
avex artist
academy
東京校

メンバー：神能悠希、
関口日菜乃

メンバー：柴田心月、
松下翔海、松永梨生奈

FEELS

H ☆ A☆ K

JSDA会員

avex artist
academy
東京校

東武
スポーツクラブ
かわごえ

メンバー：三浦史也、
河口真里奈、佐々木優莉

メンバー：中尾優月、
齋藤璃音奈、田中桃菜

メンバー：網野陽奈、
鈴木彩音

5Heads

三鷹健
クラブ
フィットネス
健クラブ
メンバー：小川 碧、
小島花澄

BEAT@
RAYS
avex artist
academy
東京校
メンバー：松永悠生奈、
辰野りな、内海龍九

United
Beast
スパ&
フィットネス
ゼクシス千葉
メンバー：宮内康平、
金井瑛大

R☆
Notable
スウィン東松山
スポーツクラブ
メンバー：西塚凛可、
難波莉央

H&A
スポーツクラブ
NAS若葉台
メンバー：西 有彩、
井田陽菜

Special ☆
Music
JSDA会員／
ゴールドジム
大宮さいたま
メンバー：川上麗奈、
根矢花穏

EIGHT OF
KING
八王子
スポーツクラブ
メンバー：秋間涼仁、
大野有彩、阿部花菜

PB3
パルバル湘南
スポーツクラブ
メンバー：大谷静空、
千島結花、浅谷珠琳
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【アンド モア】

そのほか、
コンテンツが盛りだくさん!
DANCE NATIONには、
イベントを盛り上げるさまざまなコンテンツが盛りだくさん!
友だち、家族と一緒に、
みんなで DANCE NATIONを楽しもう!!

avex Dance Master Instructors & Instructors SHOWCASE
DANCE NATION一番の目
玉であり毎年恒例となっ
ている、大トリの「イン
ストラクターナンバー」
は今年も必見！ さら
に、今年初めての試みと
なる「インストラクター
ショーケース」も実施!!
少人数制の一味違ったイ
ンストラクターの魅力を
楽しめる、スペシャルシ
ョーケースです。

TRF EZ DO DANCERCIZE
爆発的大ヒットとなっている、TRF考案のエクササイズDVDを
フィットネス用にアレンジしたプログラムが、来年から全国の
フィットネスクラブでスタート！ DANCE NATIONでは、ア
レンジに携わったアドバイザーインストラクターのMIO先生、
SHO-JI先生、Reeco先生、KAHORI先生を含めたスペシャルサ
プライズダンサーたちが贈るエキシビションを実施します！
みんなで一緒にEZ DO DANCE!!

MIO

SHO-JI

Reeco

KAHORI

ゲストパフォーマンス
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MIWA

同志社香里中学校

北九州市立高等学校

pinkchild

tram T

N2DX

DANCE CLUB CHAMPION
SHIPの優勝チームやLegend
Tokyo Chapter.3のJSDA/
avex賞チーム、東方神起×
avex Dance Master SCR
EAM DANCE CONTESTの
優勝チームのステージも見逃
せません！ さらに、
北海道ロー
カル放送「U型テレビ」の中の
人気ダンスコーナー「U型ダン
スバトル」から、グランドチャ
ンピオンになったN2DX（エヌ
デラックス）
のショーケースパ
フォーマンスも必見！

DANCE NATIONで遊ぼう！

PASS ラリー

COMMUNICATION PROGRAM

「D,A,N,C,E,N,A,T,I,O,N」のいずれか一文字がプリントされたパスを、受講生
の皆さんに配布！ 11人で「DANCE NATION」の文字が作れた人は、フォト
クリエイトさんによる撮影でメモリアルフォトブックに掲載されます！ パ
スラリーに参加して仲良くなったみんなと思い出の１枚を作ろう!!
※１部の出演者には「青」のPASS、2部の出演者には「ピンク」のPASSが配布されます。

１部出演者

２部出演者

みんなの投票で決める！

オーディエンス賞

１ホールのRIGHT STAGEと３ホールのLEFT
STAGEに出演した受講生たちによる作品の中で、
それぞれ最も良かったと思う作品に投票してくださ
い！ 計4チームを後日発表し、選ばれたチームに
は、記念品を贈呈します。投票方法の詳細は、当日
配布される無料パンフレットを見てくださいね！

ミッション その1★

サポーターTシャツ

ステージに立つ受講生を応援するお父さん、お母さんをはじめ、皆さんのためのサ
ポーターTシャツを作成しました！ 応援する気持ちをひとつにする、このサポータ
ーTシャツを着て、一緒にDANCE NATIONを作りましょう！

FRONT

DANCE NATIONオフィシャルグッズショップでは、限定アイテムを販売するだ
けでなく、楽しい参加型プログラムを実施！ ぜひ遊びに来てくださいね!!

MISSION 01

応援が力になる！

BACK

GOODS SHOP PROGRAM

MISSION 02 ミッション その2 ★

DANCE NATION DOLLSを
DNガチャをGETせよ！
目撃せよ！

11月17日
（日）
イベント当日、DANCE NATION 11月15日
（金）〜17日
（日）
の間にDANCE NATION
OFFICIAL GOODS SHOPでコーディネートされた OFFICIAL GOODS SHOPにて、以下の条件をクリア
DANCE NATION DOLLSが会場内に設置されます。 された方に先着順で豪華賞品が当たる、DNガチャに
ダンサーらしいコーディネートや、オシャレな着こ １回挑戦できるコインをプレゼント!!! ぜひDNガチ
なし方のテクニックは必見です。かわいく・かっこ ャにトライしよう！
いいドールたち。よく見てみると……!?（何が起こ 【対象となる方】
DANCE NATIONオフィシャルグッズを１回のお買い上げ金額
るかは当日のお楽しみ！）
が5,000円（税込み）以上の方（5,000円ごとにDNガチャ・コイ
ン１枚）、または「メモリアルフォトブック」か「nunettesサン
グラス」のいずれかを購入された方にコイン１枚プレゼント！
ぜひ、DNガチャにトライしよう！
※DNガチャは、11月17日（日）物販ブースエリアにて実施します。
15日（金）
・16日（土）は、DNガチャは行いませんのでご注意ください。

MISSION 03 ミッション その3★

DNでレギュラーコレクション
第 3 弾をいち早くチェック！

前回のレギュラーコレクション第２弾（夏）で大好
評だったLOVE Tシャツに続く、第３弾（秋）をど
こよりも早く、DANCE NATION会場でチェックで
きます！ ぜひ、サンプルを手にとってサイズ、質
感等をご確認ください！ DANCE NATION会場で
は商品の先行案内のみとなり、お申し込み等の詳細
は、下記のホームページにて後日お知らせします。
●avex

Dance Master公式サイト
http://dancemaster.avex.jp/

● avex

artist academy公式サイト
http://aaa.avex.jp/
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年に一度の大舞台「JSDA presents DANCE NATION 2013」で初披露されるエイベッ
クス・ダンスマスター受講生によるオールスターチーム Dream Team の新メンバー17
名が決定！ 第7期メンバーの顔触れをご紹介します！

photography：Atsushi Oikawa

12

ックス・アーティストアカデミー／エイベックス・ダンスマスター／

今年もたくさんの応募が集まった Dream Team Audition。エイベ
JSDA会員に所属する約１万6千名の代表を決めるべく、二日間に渡

り、エイベックス・ダンスマスタースタッフ、振付けのJUNJI先生が
見守る中、エイベックス本社にて厳正な審査が行われました！

︱︱今回のオーディションではどんな部分をポイン

トに選考されていましたか？

JUNJI 今回のDream Teamのオーデ

ィションでは︑与えられたダンスの振りを間違えず

に最初から最後までやるということではなく︑一次

審査では︑
ダンスを踊っている時のグル︱ヴ感を︑
二

次審査では︑ダンスの技術を特に重視して見ていま
した︒

︱︱DANCE NATION への作品はどんなも

のを予定していますか？

JUNJI 見てもらってからのお楽しみ！でも︑

〝自分が踊っていること〟
︑
〝自分が好きな Hip

ひとりのキャラが活きるような︑例えばロボットみ

Hop〝にしていきたいなと思っています︒ひとり

たいにぴったりシンクロしていなくても︑みんなが

それぞれ持っているグル︱ヴ︑感情︑個性とかが同

じ方向に向かっていけば︑見ている人もグル︱ヴを

感じて︑揃っているように見てもらえる︒

みんなにもそういうダンスを今回は挑戦してもら
っています︒

︱︱今回の Dream Team のオーディション

を受けて残念ながら選ばれなかった受講生たちには︑

DANCE NATION での作品を見て何を感じ
て欲しいですか？

JUNJI 今回Dream Teamに選んだ子

たちは︑俺の振りをやってくれると思ったので選ん

だわけで︑受からなかった子たちのダンスが悪いわ

けではないのだけど︑そういういろいろなスタイル

に対応できるように︑技術面やソロの踊り︑グルー

ヴ感だったりは見て欲しいですね︒オーディション

の時にも何回も言ったんだけど︑振りを覚えて踊れ

る人はたくさんいるから︑それよりグルーヴ感とか

を勉強して欲しい︒
﹁振り﹂ではなく﹁踊り﹂
︒そん

なことを 今回の Dream Team のステージか

ら感じてもらえればと思います︒
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インストラクターのJUNJI先生にメンバーの選出からDANCE
今回のDream Teamのコリオグラファー講師である、JSDA公認
NATIONへの意気込みを伺いました！
JUNJI（ジュンジ）
DA PUMPの兄貴的存在であり、ツアーダンサ
ーを務める。その他、SPEEDの振付け＆ツアー
ダンサー、misonoやサザンオールスターズなど
様々なトップアーティストの振付けやバックダン
サーに参加。エイベックス・アーティストアカデ
ミー東京校では初期よりダンスコースを指導し、
現在も人気の高いインストラクターの一人として
子どもたちの育成に力を注ぐ。

PROFILE

SALA（中１）

RYO-YA（小６）

スポーツクラブ ルネサンス 富士
見台／エイベックス・アーティス
トアカデミー東京校

スポーツクラブ ルネサンス 富士
見台／エイベックス・アーティス
トアカデミー東京校

DANCE NATIONへの意気込み

DANCE NATIONへの意気込み

お 客 さ ん か ら「 私 もDream

去年に続いてDream Teamに受

DANCE NATIONへの意気込み

Teamに入りたいな」と思っても

かったので、去年と同じようにみ

DANCE NATIONへの意気込み

Dream Teamの名に恥じないよ

らえるようなダンスを踊りたいで

んなを感動させれるように頑張り

元気よく大きく踊って頑張りま

うに精一杯頑張りたいです！

す！

たいと思います！

す！

MIKU（中１）
パルバル湘南スポーツクラブ

NATTSUN（中２）
エイベックス・アーティストアカ
デミー東京校

MIU（中２）

今年も多くの人が参加したオー

エイベックス・アーティストアカ
デミー東京校

ディションの中から17名に選ば

DANCE NATIONへの意気込み

KIRARA（中２）
エイベックス・アーティストアカ
デミー東京校

RIONA（小４）
YSCスポーツクラブ横浜

YUMIKA（中２）
エイベックス・アーティストアカ
デミー東京校
DANCE NATIONへの意気込み

DANCE NATIONへの意気込み

おととし、Dream Teamとして

DANCE NATIONへの意気込み

Dream Teamに初めて合格して

DANCE NATIONに 出 場 し て 自

れ て 嬉 し か っ た で す。DANCE

憧 れ のDreamTeamに 選 ば れ

すごく嬉しい気持ちでいっぱいで

分がすごく成長できたと思った

NATIONでは、みんなにカッコい

て と て も 嬉 し い で す。Dream

す。お客さん全員に感動してもら

し、今年またメンバーに選ばれて

いと思われるようなダンスをかま

Teamのメンバーとして胸をはっ

えるようなステージにしていきた

嬉しいし、前回よりもカッコいい

します！

て踊れるように頑張ります！

いです。

チームにしたいなと思います！
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SHURI（中3）

SAYAKA（中3）
スポーツクラブ ルネサンス 春日
部

MAORI（中3）

エイベックス・アーティストアカ
デミー東京校

AIRI（中3）

エイベックス・アーティストアカ
今回、Dream Teamに選ばれて、 デミー東京校

今年は受験生ということで
DANCE NATIONに 出 場 す る の

DANCE NATIONへの意気込み

八王子スポーツクラブ／エイベッ
クス・アーティストアカデミー東
京校

いろんな人から「頑張って！」と

も迷ったんですけど、あの達成

初めてDream Teamに受かって

DANCE NATIONへの意気込み

応援の言葉をもらっているので、 みんなに憧れてもらえるようなチ

感とあのステージをまた味わい

一生懸命頑張りたいし、DANCE

今年も最高のステージを作り上げ

その応援に応えられるようなダン

ームなので、幕張メッセの会場を

たいなと思って、そしてDream

NATIONまでしっかり練習して

れるように、みんなで力を合わせ

スをしてお客さんを盛り上げてい

盛り上げられるように頑張りま

Teamにも選ばれて踊れるのをと

みなさんに良いステージを見せた

て頑張っていきたいと思っていま

きたいなと思います！

す！

ても光栄に思っています。

いです！

す！

DANCE NATIONへの意気込み

DANCE NATIONへの意気込み

AYANA（高２）
YUUKA（高３）
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TETTA（中３）

エイベックス・アーティストアカ
デミー東京校

DANCE NATIONへの意気込み

MARIA（高２）

エイベックス・アーティストアカ
デミー東京校

アリーナつきみ野スポーツクラブ

エイベックス・アーティストアカ
デミー東京校

SAKURA（高２）
エイベックス・アーティストアカ
デミー東京校
DANCE NATIONへの意気込み

DANCE NATIONへの意気込み

初めてDream Teamに受かって

DANCE NATIONへの意気込み

Dream Teamが憧れの存在と言

とても嬉しいので、その名に負け

DANCE NATIONへの意気込み

今年もDream Teamがみんなの

ってもらえるようになったら嬉し

ないくらい全力で頑張って、会場

Dream Teamはずっと憧れてい

目 標 と な れ る よ う に、DANCE

いし、みんなにカッコいいと思っ

にいるお客さんに感動してもらえ

たので、初めてで少し不安もあり

NATIONのクラスのチームでも

てもらえるようなステージにして

るような作品になれるように精一

ますが、頑張りたいと思います。

一生懸命頑張りたいと思います！

いきたいなと思います。

杯やっていきます！

