
☆☆☆☆プログラムプログラムプログラムプログラム☆☆☆☆    

第１部第１部第１部第１部                                                ※名前順不同 

１．オープニング１．オープニング１．オープニング１．オープニング                                                                                                                                                                                                MaakoMaakoMaakoMaako・・・・KENTAKENTAKENTAKENTA    

HAKU  TENSHI  DAIKI  YU-TA  KENTA  Inori  Maako  Kie  Noko  Kumi  Janjya 

２．チャレンジＲ２．チャレンジＲ２．チャレンジＲ２．チャレンジＲ                                                                                                                                                                                                            ManamiManamiManamiManami    

ａ 石川 莉子  中川 さな  河合 和奏  八木 万葉  平野 真羽  川西 千夏 

ｂ 井垣 未来  八木 天鞠  大麻 優空  菅原 妃来  宮本 明依  西田 香鈴音  垣内 美咲希  殿岡  諒  奥田 つくし  赤松 こはる  宮本 梨衣 

  藍原 唯瑞  藤谷 来望  木島 彩花  横山 愛莉  福本 友香  西林 日菜花  福山 未来唯  寺井 夏子  前嶋 こころ  寺井 こころ  森 香優乃 

  後藤 萌花  橋爪 莉音  和田 美優  前原 星詩琉 

３．チャレンジＫ３．チャレンジＫ３．チャレンジＫ３．チャレンジＫ                                                                                                                                                                                                                KieKieKieKie    

ａ 西田  詩  眞殿 優月  岸本  楓  徳住  葵  島田 風奏  川本 羽夢  胡桃 彩那 

ｂ 椿野 綾華  柴田 希乃  木島 陽菜  森田 涼香  乾  結羽  須藤 美優  相澤 由咲  尾崎 日菜乃  坂田 穂乃 

４．チャレンジＮ４．チャレンジＮ４．チャレンジＮ４．チャレンジＮ    LOCKLOCKLOCKLOCK    『『『『JUNGLEJUNGLEJUNGLEJUNGLE』』』』    ダンスコンテストダンスコンテストダンスコンテストダンスコンテスト    フロントライン出場フロントライン出場フロントライン出場フロントライン出場                                                                                                        TENSHITENSHITENSHITENSHI    

ｂ 藤永 麻衣  寺井 七海恋  奥田 くるみ   橋野 天志  (香井 涼々夏) 

５．グリーン５．グリーン５．グリーン５．グリーン                                                                                                                                                                                                                    MaakoMaakoMaakoMaako    

神余 心愛  本山 彩海  時山 玲藍  前田 心美  宮井 ななみ  前田 啓太  大麻 瑠空 

６．ピンク２６．ピンク２６．ピンク２６．ピンク２                                                                                                                                                                                                                    TENSHITENSHITENSHITENSHI    

藍原 唯瑞  菅原 妃来  宮本 梨衣  松田 紗弥  福元 陽太  木野本 莉央  矢野 夢綺  西岡 來美  宮本 明依  三上 晃輝  永安 梨愛 

尾上  輝  (川辻 哲平) 

７．センシビリティー１７．センシビリティー１７．センシビリティー１７．センシビリティー１                                                                                                                                                                                                    InoriInoriInoriInori    

加藤 愛菜  徳住  葵  平野 未悠  吉岡 亜紗  柴田 希乃  木島 陽菜  二宮 萌香  木島 彩花  大江 みな美  西田  詩  谷口  優 

 井垣 未来  岸本  楓  横山 愛莉  山本 釆美  小林 功佳  工藤 来夏  水田 莉子  松本 奈央  中平 ひなた  平山  凜  殿岡  諒 

大江 美幸  澁井 心結  胡桃 彩那  岡本 海祐  友田 光律 

８．テンダーネス８．テンダーネス８．テンダーネス８．テンダーネス                                                                                                                                                                                                                    KieKieKieKie    

石川 莉子  須藤 美優  中川 さな  福本 友香  寺本 楓花  乾  結羽  森 香優乃  松 なごみ  奥田 くるみ  前原 星詩琉  前嶋 こころ 

河合 和奏  椿野 綾華  古石 結愛  福山 萌夏  中島 光虹  島田 風奏  前田 愛梨 

９．パープル９．パープル９．パープル９．パープル                                                                                                                                                                                                                        KumiKumiKumiKumi    

森  琴音  杉本 志希  板倉 百音  岩島 未樹  道添 怜奈  藤本 結月  岩島  陽 

10101010．ブルー２．ブルー２．ブルー２．ブルー２                                                                                                                                                                                                                        HIDEHIDEHIDEHIDE    

平野 真羽  橋本 七音  米田 美羽  赤松 こはる  井垣 未妃  眞殿 仁実  高橋 心那  内藤 文香  藤尾  瞳  幸田 梨世  村野 千映花 

11111111．レッド．レッド．レッド．レッド                                                                                                                                                                                                                        TENSHITENSHITENSHITENSHI    

須佐美 優菜  上原 蓮果  矢野 麻綺  尾上  月  三上 智輝  山口 侑珠  玉置 詩音 

12121212．水曜ジャンル別．水曜ジャンル別．水曜ジャンル別．水曜ジャンル別    PM7:20PM7:20PM7:20PM7:20    フリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイル    ダンスコンテストダンスコンテストダンスコンテストダンスコンテストTURETURETURETURE出場出場出場出場                                                                                                        ManamiManamiManamiManami    

福山 萌夏  河合 明花  山秋 風花  杉浦 悠花  石﨑 花奈  中元 優花  橋野 晴南  奥田 くるみ  鈴木 日菜子  森本  遥  森本  光 

田中 美咲  宮本 彩加  河合 和奏  橋本 茉愛  木島 陽菜  鍜治 潤羽  坂田 穂乃 

13131313．ピンク１．ピンク１．ピンク１．ピンク１                                                                                                                                                                                                                    InoriInoriInoriInori    

森口 夕輝  広瀬 璃乃  上原 穂華  井上 亜子  牧崎 萌華  西林 日菜花  久保田 志麻  岡崎 こころ  水元 葵唯  寺井 こころ  田北 穂菜実 

宮田 斗愛  広瀬 佳笑  吉良 撞美 

14141414．イエロー．イエロー．イエロー．イエロー                                                                                                                                                                                                                    YUYUYUYU----TATATATA    

澁井 心聖  堂本 結衣  栗田 琴音  松岡 愛茉  中村 心咲  濱田 玲紗  濱本 佳穂  平川 結埜  水田 茉希  乾 咲花  橋本 怜奈  森 星空 

15151515．オレンジ．オレンジ．オレンジ．オレンジ                                                                                                                                                                                                                    TENSHITENSHITENSHITENSHI    

寺本 実桜  樋口 嵐三  二反田 夕愛  福本 文香  宮井 陽翔  一瀬 日呂利  森下  愛  山岸 龍之介  山岸 さくら  大麻 優空  奥田 つくし 

渡部 陽香  前田 紗希  前原 琉姫菜  谷浦 夏希  小林 相葵 

16161616．アトラクティブ．アトラクティブ．アトラクティブ．アトラクティブ                                                                                                                                                                                                        YUYUYUYU----TATATATA    

坂井 里帆  仲井 愛理  坂田 恵生  川本 萌寧  山中 里南  宮脇 佑奈  吉田 まどか  山崎  凛  茅野 美空  中川 はるか  松下 泰造 

正野 景大  丸田  葵  吉田 優華  時吉 夏萌  中元 優花  山秋 風花  鍋田 まなみ  山中 亜友  坂田 愛生  木野本 依央  橋爪 莉音 

馬場 萌々香 (原 みづき) (藤井 琴音) (髙野 由美) 



 

休 憩 

    

第２部第２部第２部第２部    

 

ご挨拶ご挨拶ご挨拶ご挨拶    『『『『Dearest youDearest youDearest youDearest you』』』』    

 

17171717．水曜ジャンル別．水曜ジャンル別．水曜ジャンル別．水曜ジャンル別    PM5:00PM5:00PM5:00PM5:00    初級初級初級初級                                                                                                                                                                            ManamiManamiManamiManami    

柳澤 美柚  時山 楓玲  米谷 陽菜里  米谷 優衣奈  米田 美羽  澁井 心結  大塚 礼葉  髙見  愛  小池 杏奈  小池 桃花  (大塚 未久) 

18181818．コンシダレイション１．コンシダレイション１．コンシダレイション１．コンシダレイション１                                                                                                                                                                                                HAKUHAKUHAKUHAKU    

寺井 夏子  前内 真結  宮脇 聖弥  森田 涼香  住田 美来  後藤 萌花  藤井 七海  垣内 美咲希  仲野 圭人  河津 叶斗  西田 香鈴音 

池畠 瑞貴  田近 胡桃  澤田 玲菜  吉田 凜花  正野 晴万  高原 若葉  屋宜 柊花 

19191919．ビジョナリー．ビジョナリー．ビジョナリー．ビジョナリー                                                                                                                                                                                                            TENSHITENSHITENSHITENSHI    

西岡 葉瑠花  宮本 彩加  六車 唯愛  橋本 茉愛  田中  千晶  野田  彩雲  脇谷 知希  廣瀨 美雪  梶原  汐  谷口 勇斗  廿日岩 侑希 

小寺山 実桜  田中 美咲  杉浦 悠花  小川 遥花  石﨑  花奈  木下  有彩  政野 愛莉  大木 志畝  野村 美月  北仲 愛依  中山 ゆりか 

二ノ宮 沙良  餅 菜々花  小嶋  菫  石黒 綾乃  三戸森 日向  (香井 涼々夏) (山内 梨華) 

20202020．ホワイト．ホワイト．ホワイト．ホワイト                                                                                                                                                                                                                    ManamiManamiManamiManami    

相澤 由咲  望月 杏乃  望月 心亜  勝井 天晴  清水 梓希  川崎  桜  川本 羽夢  (七尾  雛) 

21212121．コンシダレイション２．コンシダレイション２．コンシダレイション２．コンシダレイション２                                                                                                                                                                                                NokoNokoNokoNoko    

髙見  愛  小池 杏奈  垣内 柚美花  川辻 美結  菅原 愛望  三宅  夏鈴  川西 千夏   河野 杏樹  桐山 あずみ  小池 桃花  森口 夜空 

加島 未来  山口 恵奈  髙野 会里加  橋爪 樹星  難波 優芽  河津 萌乃花  山門 心菜 

22222222．ブルー１．ブルー１．ブルー１．ブルー１                                                                                                                                                                                                                        HAKUHAKUHAKUHAKU    

重松 咲希  尾田 新奈  八木 天鞠  西川 未裕  藤縄 凜佳  横山 未紗  阿部 凜花  岩村 実亜  松本 奈実  西村 夢来  森 月星  芝岡 玲空 

23232323．センシビリティー２．センシビリティー２．センシビリティー２．センシビリティー２                                                                                                                                                                                                    HIDEHIDEHIDEHIDE    

寺井 七海恋  松岡 優衣  眞殿 優月  八木 万葉  高島 一希  森高 亜美  坂上 瑠渚  西﨑  来実  藤永  麻衣  田中 亮太  井上 さくら 

幸野 有利加  嶋田 伊吹  藤原  月  宝山 彩華  谷口 璃奈  藤谷 来望  上田 菜月  来田 菜々美  福山 未来唯 

24242424．アップリフト．アップリフト．アップリフト．アップリフト                                                                                                                                                                                                            KENTAKENTAKENTAKENTA    

木本 怜那  辻 唯乃里  大町 美涼  本村 未夢  村井  萌  渡辺 佐和子  和田  美優  樋口 野々花  坂田 穂乃  辻  恋希  山花  月 

湯田 千光  勝平 千里  鍜治 潤羽  杉本 果乃  河合 明花  尾崎 日菜乃  二反田 陽菜  豊田 雪乃  竹之内 健太  (荒山 結香) (寺見 奈菜) 

25252525．ブレイク．ブレイク．ブレイク．ブレイク                                                                                                                                                                                                                        DAIKIDAIKIDAIKIDAIKI    

浦部 竣一  脇谷 知希  西岡 頼我  山元  嶺  藤井 啓太  正野 景太  川辻 大輝  中村 一喜  成底 潤都  坂野 大樹 

26262626．歴代Ｓ．歴代Ｓ．歴代Ｓ．歴代Ｓ・チャレンジ全員・チャレンジ全員・チャレンジ全員・チャレンジ全員                                                                                                                                                                        JanjyaJanjyaJanjyaJanjya・・・・TENSHITENSHITENSHITENSHI    

喜怒哀楽 ＝ 歴代Ｓ  尾崎 野々花  丸田  葵  六車 唯愛  杉浦 悠花  石﨑 花奈  辻 唯乃里  村井  萌  鍜治 潤羽 

    島野 真也子  岸川 愛実  新山 優美子 

楽 ＝ チャレンジ全員 

Ｒ 石川 莉子  中川 さな  河合 和奏  西田 香鈴音  八木 万葉  西林 日菜花  平野 真羽  川西 千夏  森 香優乃  井垣 未来  宮本 明依  寺井 夏子 

大麻 優空  菅原 妃来  宮本 梨衣  福山 未来唯  藍原 唯瑞  寺井 こころ  木島 彩花  八木 天鞠  藤谷 来望  横山 愛莉  後藤 萌花  橋爪 莉音 

和田 美優  福本 友香  殿岡  諒  垣内 美咲希  前嶋 こころ  奥田 つくし  赤松 こはる  前原 星詩琉  

Ｋ 西田  詩  眞殿 優月  岸本  楓  尾崎 日菜乃  徳住  葵  島田 風奏  川本 羽夢  胡桃 彩那  椿野 綾華  柴田 希乃  木島 陽菜  森田 涼香 

乾  結羽  須藤 美優  相澤 由咲  坂田 穂乃 

Ｎ 藤永 麻衣  寺井 七海恋  奥田 くるみ  河合 明花  福山 萌夏  鍜治 潤羽  (香井 涼々夏) 

Ｓ 杉浦 悠花  石﨑 花奈 

27272727．グリーン・レッド・イエロー．グリーン・レッド・イエロー．グリーン・レッド・イエロー．グリーン・レッド・イエロー    フィナーレフィナーレフィナーレフィナーレ                                                                                                                                                        TENSHITENSHITENSHITENSHI    

 

 

 

休 憩 

 

    



第３部第３部第３部第３部    

28282828．チャレンジＮＳユニット．チャレンジＮＳユニット．チャレンジＮＳユニット．チャレンジＮＳユニット    『バブルガム』『バブルガム』『バブルガム』『バブルガム』    ダンスコンテスト多数出場ダンスコンテスト多数出場ダンスコンテスト多数出場ダンスコンテスト多数出場                                                                                                            MaakoMaakoMaakoMaako    

Ｎ－ｂ 河合 明花  福山 萌夏  鍜治 潤羽     Ｓ－ｂ 杉浦 悠花  石﨑 花奈 

29292929．発表会ジャンル別．発表会ジャンル別．発表会ジャンル別．発表会ジャンル別    LOCKLOCKLOCKLOCK                                                                                                                                                                                            HAKUHAKUHAKUHAKU    

正野 晴万  松村  壌  横山 愛莉  殿岡  諒  嶋田 伊吹 

木野本 真央  真栄里 ゆめ  大江 みな美  福山 雅彦  前嶋 正臣  宮井 雅史  森  亜樹  柳澤 久美  鍜治 大規  鍜治  恵 

30303030．火曜ジャンル別．火曜ジャンル別．火曜ジャンル別．火曜ジャンル別    PM7:30PM7:30PM7:30PM7:30    フリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイル                                                                                                                                                        MaakoMaakoMaakoMaako    

鍜治 潤羽  福山 萌夏  森本  遥  森本  光  奥田 くるみ  河合 明花  杉浦 悠花  石﨑 花奈  原嶋  奏  藤木  花  氏田 菜々子 

柴田 希乃  西田  詩  河合 和奏  杉本 果乃  藤田 亜夜奈  平野 未悠  坂田 穂乃  仲谷 美音  島野 真也子 

31313131．発表会ジャンル別．発表会ジャンル別．発表会ジャンル別．発表会ジャンル別    HIP HOPHIP HOPHIP HOPHIP HOP                                                                                                                                                                                        KieKieKieKie    

サンシティ・スタジオサンシティ・スタジオサンシティ・スタジオサンシティ・スタジオ    メンバーメンバーメンバーメンバー    

矢野 夢綺  森口 夕輝  藍原 唯瑞  菅原 妃来  宮本 梨衣  松田 紗弥  永安 梨愛  西林 日菜花  広瀬 璃乃  久保田 志麻  河津 萌乃花 

森口 夜空  加島 未来  橋爪 樹星  難波 優芽  池畠 瑞貴  山門 心菜  澤田 玲菜  西田 香鈴音  井上 亜子  髙野 会里加  前原 琉姫菜 

寺本 実桜  森  琴音  杉本 志希  小林 相葵  椿野 綾華  古石 結愛  前田 紗希  奥田 つくし  谷浦 夏希  前原 星詩琉  柳澤 美柚 

大塚 礼葉  八木 天鞠  八木 万葉  木島 彩花  井垣 未来 

32323232．水曜ジャンル別．水曜ジャンル別．水曜ジャンル別．水曜ジャンル別    PM6:10PM6:10PM6:10PM6:10    TECHTECHTECHTECH                                                                                                                                                                            TENSHITENSHITENSHITENSHI    

寺井 七海恋  奥田 くるみ  中元 優花  橋野 晴南  高島 一希  田中 亮太  山辺 成美  宮本 彩加  真栄里 ゆめ  鈴木 日菜子  鳩本 楓花 

西岡 葉瑠花  石川  莉子  松村  壌  須藤 美優  坂田 穂乃  杉浦 悠花  西橋 博崇  橋野 天志 

33333333．発表会ジャンル別．発表会ジャンル別．発表会ジャンル別．発表会ジャンル別    フリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイル                                                                                                                                                                    ManamiManamiManamiManami    

上原 穂華  田近 胡桃  吉田 凜花  高原 若葉  山本 釆美  小林 功佳  工藤 来夏  水田 莉子  平山  凜  二反田 夕愛  岸本  楓 

胡桃 彩那  眞殿 優月  大麻 優空  渡部 陽香  清水 梓希  井垣 未妃  眞殿 仁実  尾田 新奈  川崎  桜  村野 千映花 

樋口 野々花  二反田 陽菜  徳住  葵  吉岡  亜紗  川辻 美結  三宅 夏鈴  川西 千夏  河野 杏樹  坂田 恵生  川本 萌寧  和田 美優 

鍋田 まなみ  馬場 萌々香  坂田 愛生  (香井 涼々夏) (山内 梨華) 

34343434．木曜ジャンル別．木曜ジャンル別．木曜ジャンル別．木曜ジャンル別    PM7:30PM7:30PM7:30PM7:30    STYLE STYLE STYLE STYLE HIP HOPHIP HOPHIP HOPHIP HOP                                                                                                                                                            ManamiManamiManamiManami    

久保田 みさ  森本 光  池田 菜摘  西岡 葉瑠花  宮本 彩加  寺井 七海恋  藤永 麻衣  相澤 由咲  田中 千晶  杉本 果乃  坂田 穂乃  廣瀨 美雪 

35353535．発表会ジャンル別．発表会ジャンル別．発表会ジャンル別．発表会ジャンル別    HIP HOPHIP HOPHIP HOPHIP HOP                                                                                                                                                                                        KieKieKieKie    

きららメンバーきららメンバーきららメンバーきららメンバー    

八木 天鞠  八木 万葉  木島 彩花  井垣 未来  井上 さくら  大江 美幸  来田 菜々美  宝山  彩華  松本  奈央  森高 亜美  藤原  月 

坂上 瑠渚  椿野 綾華  藍原 唯瑞  菅原 妃来  奥田 つくし  宮本 梨衣  前原 星詩琉  西田 香鈴音  西林 日菜花 

36363636．火曜ジャンル別．火曜ジャンル別．火曜ジャンル別．火曜ジャンル別    PM5:00PM5:00PM5:00PM5:00    POPPOPPOPPOP・・・・LOCKLOCKLOCKLOCK                                                                                                                                                                    TENSHITENSHITENSHITENSHI    

島田 風奏  前嶋こころ  中島 光虹  前田 愛梨  米谷 陽菜里  米谷 優衣奈  重松 咲希  樋口 嵐三  西橋 博崇  橋野 天志 

37373737．発表会ジャンル別．発表会ジャンル別．発表会ジャンル別．発表会ジャンル別    HIP HOPHIP HOPHIP HOPHIP HOP                                                                                                                                                                                    InoriInoriInoriInori    

福本 友香  寺本 楓花  藤井 七海  垣内 美咲希  菅原 愛望  上原 涼夏  寺井 夏子  前内 真結  森田 涼香  住田 美来  北仲 愛依  石黒 綾乃 

山中 里南  山崎  凛  吉田 優華  垣内 柚美花  村井  萌  山中 亜友  橋爪 莉音  辻  恋希  湯田 千光  野村 美月  吉田 まどか 

38383838．火曜ジャンル別．火曜ジャンル別．火曜ジャンル別．火曜ジャンル別    PM6:15PM6:15PM6:15PM6:15    LOCKLOCKLOCKLOCK                                                                                                                                                                            TENSHITENSHITENSHITENSHI    

正野 敦也  木野本 真央  仲野 圭人  藤永 麻衣  田中 千晶  野田 彩雲  河合 和奏  奥田 くるみ  福山 萌夏  松 なごみ  西岡 葉瑠花 

森 香優乃  寺井 七海恋  砂原 菜月  柴田 希乃  二宮 萌香  後藤 萌花  屋宜 柊花  豊田  雪乃  西橋 博崇  橋野 天志 

39393939．ゲスト．ゲスト．ゲスト．ゲスト    

TRAX all stars 

40404040．ラスト．ラスト．ラスト．ラスト                                                                                                                                                                                            MaakoMaakoMaakoMaako・・・・YUYUYUYU----TATATATA・・・・JanjyaJanjyaJanjyaJanjya    

YU-TA 隈井 祐太  竹之内 健太  橋野 天志  坂野 大樹  西橋 博崇  正野 敦也  時吉 夏萌  寺井 七海恋  藤永 麻衣  野田 彩雲  橋本 茉愛 

    六車 唯愛  大町  美涼  松 なごみ  三甲野久美子  枝川 之恵  中島 信子 

Maako 島野 真也子  辻 唯乃里  直井 新華  尾崎 野々花  杉浦 悠花  石﨑 花奈  丸田  葵  鍜治 潤羽  村井  萌  河合 明花  森本  遥 

    森本   光  橋野 晴南  原嶋  奏  杉本  果乃  川本 萌寧  井上 七海 

 

岸川 愛実  新山 優美子 

41414141．フィナーレ．フィナーレ．フィナーレ．フィナーレ                                                                                                                                                                                                                TENSHITENSHITENSHITENSHI    

 


