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2012年より「artists and audiences all across asia」
をコンセプトに生まれ変わった、国内最大級の夏の
フェスティバル『a-nation』。渋谷を舞台に7日間にわたって、
様々なエンタテインメント・アイランドが出現したタウン型
フェスティバル『a-nation island』や、日替わりの
ヘッドライナーで二度とない豪華競演が実現した

『stadium fes』を開催。今年からは、台湾、シンガポールでも
『a-nation』を開催し、日本国内合わせて
総動員60万5000人を記録し、さらに進化を続けています。

JSDA presents 
a-nation Official Dancer
アニソンダンスコンテスト
第3回セブン&アイ 
キッズダンスフェスティバル
DANCE CLUB CHAMPIONSHIP vol.2

こちらのイベントレポートをお届けします！

今年もJSDAが関わったイベ
ントが盛りだくさん！
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a-nation Official Dancera-nation Official Dancer ステージレポート!!!ステージレポート!!!

楽しむ準備オッケ〜◎

息ピッタリ！

8月17日(日)Asia Progress〜Departure〜＠代々木第一体育館

8月20日(水)アニソンダンスコンテスト＠代々木第二体育館

決まったぁぁぁぁ！！！

最高に盛りあげよう！！！

見よ、このジャンプ力！

バッチリ揃ってます！

前号でオーディションの様子をお伝えした“JSDA Presents a-nation Official Dancer”がいよいよ大きなステージに登場！　                          ついにパフォーマンスをお披露目する時がやってきました。その時の様子をお届け！

アジアを代表するアーティストたちが大集結する「Asia 
Progress」は、8月14日（木）・17日（日）の2日間に渡っ
て開催。ココでしか観ることのできないアーティストの共
演が実現しました。そんな中、17日に“a-nation Official 
Dancer”が出演。豪華なアーティストと同じステージに立
ち、堂 と々したパフォーマンスを魅せてくれました！

JSDAがお送りする「アニソンダンスコンテスト」にも出演
しました。アニメソング×ダンスが融合した、初の試みとな
るコンテストだったため、メンバーは少し緊張気味。でも、
そこは厳しいオーディションを勝ち抜いた精鋭たち。バッチ
リかましてくれました！　大会のレポートは、P.12〜13へ！

大きなステージで踊れるのが楽しみ！

数少ない男子メンバーで、本番前にリラックス。

▲高いダンススキルを持つメンバーが一
斉に踊り出すと、その迫力は凄まじい！

▶2回目のパフォー
マンスとあって、少
し余裕の表情。

▶最初は緊張して
いたけど、いざス
テージに立てばこ
の表情！

練習の成果がバッチリ
表れています。

オ
！！

Let's Dance!!

SO COOL!!!

ひとりひとりのオーラが
すごいメンバーたち。

本番前
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a-nation Official Dancera-nation Official Dancer
presents

ステージへ移動中。
　　もうすぐ本番です！

8月29日(金)a-nation stadium fes＠味の素スタジアム

バンダナ2人組をキャッチ！

前号でオーディションの様子をお伝えした“JSDA Presents a-nation Official Dancer”がいよいよ大きなステージに登場！　                          ついにパフォーマンスをお披露目する時がやってきました。その時の様子をお届け！

8 月29日（金）・30日（土）・31日（日）の3日間に渡り開催され、
夏には欠かせないフェスのひとつとなっている「a-nation 
stadium fes」。今回は、初日となる29日（金）に出演しま
した。BIG BANGやAcid Black Cherry、ケツメイシ、
氣志團、WINNERなど幅広いジャンルのアーティストがラ
インナップ。約5万人の観客を前に不安が隠せないメン
バーたちでしたが、この夏の締めくくりにふさわしい最高
のパフォーマンスを披露してくれました。

3回目のパフォーマンスとあって余裕の表情。

本番終了後、カトゥーさん
からのアツイお言葉が…。

最後まで気を緩めず真剣に
聞くメンバーたち。

表情もバッチリ！

思い残すことがないよう全力で
会場を盛り上げます。

最後の最後まで手を振る
メンバーの姿を発見！

花道にまで繰り出し、テンションもMAX！

スタートからテンションあげあげです！

ハイタッチ☆

a-nation Official
　　　　Dancer 最高

▶メンバーひとりずつ、カト
ゥーさん＆DENさんとハイ
タッチをしてステージへ。

YEAH～

楽しむぞ〜！
めっちゃ

楽しかったです！！！

ありがとう
ございました〜！

カトゥー DEN
「オーディションの段階ではまだ何をやろう
か決めていなかったんですけど、メンバーの
ダンススキルだけでなく、それぞれのキャラ
クターを理解した上で構成や振りを作りま
した。計3回のステージで人数の変動があっ
て、微調整しながらのパフォーマンスでした
が、メンバー自身がすごく気にかけてくれて
助かりました。いざ、みんなのパフォーマン
スを見たら、思い描いていた以上に素晴らし
いパフォーマンスになっていて感動しまし
た！　今回のメンバーは、それぞれがしっか
り自覚を持っているダンサー。ダンスだけで
なく、人との接し方や振付の進め方など、み
んなから学ぶことがすごく多かったです」

「今回のパフォーマンスは、
俺ら2人だけでは絶対にで
きなかったことです。みん
なの協力と日々のリハでの
テンションの高さにはすご
く救われました。スキルだ
けでなく内面ももっと磨い
て、また一緒に仕事をしまし
ょう！　俺らももっと上へ
いけるように頑張ります！」

最後に…

本番
直前

パフォーマンス
終了後

いざ！
ステージへ！！

CHOREOGRAPHER
「ずっとダンスをやっていますが、大き
な舞台で踊るのは今回が初めてでし
た。オーディションから本番までの2
週間ずっと練習をしてきて、成長する
ことができたと思います。また、今回
の経験を生かして、これからもダンス
向上を目指していきたいです。ダンス
は魅せるものですが、1番大事なのは、
自分が楽しむことだと思っています。
これからもオーディションなどに挑戦
してきたいです！」

「大きなステージで踊ることは、なかな
か経験できることではないので、オーデ
ィションに受かった時は本当にうれしか
ったです！　朝から晩まで練習があって
大変でしたが、ひとつのことに向かって

『みんなで頑張ろう』というエネルギーが
すごいと思いました。今回の経験は、私
にとって宝物になりました。でも、これ
で終わらせたくないので、またここから
新たにスタートして、もっと立派なダン
サーになりたいです！」

「今回、JSDA本会員サービスを通してア
シスタントとして参加しました。最初か
ら最後まで客観的に見ることができて、
とても勉強になりました。何か1つ言うと、
次の練習の時に必ずその部分が出来て
いるんですよ。本当に感心しましたし、
自分も頑張らなければ、と思いましたね。
また、いつかダンサーとして同じ舞台で
仕事ができればいいな、と思っています。
これからも頑張ってほしいです！」

ナカダ カスミさん
（24歳）

コンノ ユウキさん
（15歳）
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presents

審 査 員

審査員のコメント

-Anison Dance Contest-
アニソンダンスコンテスト

パパイヤ鈴木
振付師

丹野 雄貴
エイベックス・プランニング＆
デベロップメント株式会社 
JSDA統括責任者

勝股 英夫
エイベックス・
ピクチャーズ株式会社 
取締役

古林 英明
株式会社 KADOKAWA 
経営統括本部

若鍋 竜太
アニメプロデューサー

冨岡 淳広
脚本家

藤森 雅也
アニメーション監督

福原 香織
声優

「昔から知っている曲もあれば、最近流れ
ている曲もあって見ていて楽しいです。み
なさんの表現力に圧倒されてしまっていま
すが、私たちも負けていられないな、と思
いました」（若鍋 竜太）

8月20日(水)　@代々木第二体育館
2014年6月1日から8月31日までの期間限定で、JSDAの
メインビジュアルキャラクターとして登場したワンピース。
それに合わせて、a-nation island内において
アニソンダンスコンテスト決勝大会を開催しました！　
厳しい映像審査を勝ち抜き、決勝進出を決めたのは10チーム。
果たして、優勝を手にするのは?!

打ち上げは焼肉

CITY HUNTER

ちゅるちゅる☆

one piece minimum☆stars

野原家ファミリーDevi☆geL

ぼにゅ.JD

POLARIS＊

a-nison

「マジンガーZ」に合わせた
スカーフがかっこいい！

表情までバッチリ合わせていました。

高いダンス
スキルにビ
ックリ！

チーム名の通り、「シティハ
ンター」をダンスで表現。

野原しんのすけ、ひまわり、シロが勢揃い。

全身をフルに使い、キャッツ
アイになりきっていました！

ダンススキル
の高さもアピ
ール。

アニメから飛び出してきたようなかわいい女子4人組。

ストーリー仕立てのパフォーマ
ンスがCUTEでした☆

ワンピースの世界を見事
に表現していました！

小道具をうまく使い表現力
を倍増させていました。

クレヨンしんちゃん「ダ
メダメのうた」に合わせ
てパフォーマンス！

優勝狙うぞ〜!

YEAH〜♪♪

JUMP!

JUMP!
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福原香織とRABアルスマグナ Prizmmy☆
「踊ってみた」界隈では知る人
ぞ知る“2.5次元コスプレダン
スユニット”。数々の"踊って
みた"動画は海外にもファン
が多く、ネット時代にふさわ
しい新たな次世代アーティス
トの今後に目が離せない。

平均年齢13歳ながらも、磨きの
かかった圧倒的なダンスパフォ
ーマンスと本格的なダンスミュ
ージックで日本だけでなく、世
界でも活躍する期待 のガール
ズダンス&ヴォーカルユニット。
現在は、アニメ『プリパラ』の主
題歌を担当している。

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。声優とオタクが融合し
たグループだからこそできるパ
フォーマンスは、一度見たら病
みつきになること間違いなし。

優勝

審査員特別賞 KADOKAWA賞オーディエンス賞

準優勝

http://ars-magna.jp/ http://avex.jp/FandRAB/ http://avex.jp/prizmmy/

「優勝を狙っていたけど、スキルの高い
チームがたくさんいて、ずっと不安でし
た。だから、優勝する自信はあったけど、
名前を呼ばれた時にビックリして思わず
泣いちゃいました。優勝することができ
てすごくうれしいです！」

ちゅるちゅる☆ 野原家ファミリー

a-nison

「入賞できたけど、すごく悔し
いです。優勝するつもりで頑
張ってきたので、もうちょっと
いきたかったですね。でも、み
んな表情はつけるようにがん
ばりました！　来年に向けて
また練習して頑張ります！」

「広いステージだったので緊
張するかな、と思ったけど、
緊張せずに楽しめました♪　
本当は優勝を狙っていたけど、
入賞することができて良かっ
たです。来年も参加したいで
す！」

「ずっと温めていたネタを披露しました。
優勝を狙っていたので、少し悔しいです。
優勝したら引っ越して、貯金しようと思
っていたんです。DANCE NATIONに向
けて衣装を新調します！　アニソンが大
好きなので来年も是非出たいです！」

.JD

審査発表

優勝おめでとう!!!

新メンバー・ひなが加入し、

Prizmmy☆第2章が

スタート!!

次元を超えた
パフォーマンスが

魅力

▶うれしくて、
つい笑顔がこ
ぼれます。

なかなか踊り
終わらない
ところが

最高でした！

盛りあがってる〜？
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