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■□■ 連盟公演とは ■□■ 

 

関東大学学生ダンス連盟Σの加盟者が出演することのできる、 

“関東最大規模のダンス公演” 

約５０日間、最強の振り付け陣とともに１つの物語を創り上げていく。 

参加した人にしか味わえない最高の時間がここにある。 
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■□■ １．あいさつ ■□■ 

 

●会長  山﨑 史哉（Snow Dancer ４年） 

 

 

あけましておめでとうございます！関東大学学生

ダンス連盟Σ 第 32代にて会長を務めておりま

す、山﨑史哉(ふみや)です。 

 

本日は第 29回連盟公演説明会にお越しくださり

ありがとうございます。 

 

毎年、年度末に行われる連盟公演はその年の学

生ダンスシーンを締めくくる最大にて最高峰の学

生ダンス公演です。 

Σに加盟しているサークルから出演者が集う連盟

公演は他の公演ではできない「繋がり」を築くこと

ができます。俺はこの「繋がり」を「ダンス」と同じく

らい大切にしています。ただナンバーに出演す

る、イベントに参加するだけでは経験できないもの

がここにはあります。 

 

学生の 4回しかない春休みのうち 1回をこの連盟

公演に捧げるのは勇気のいることだと思います。

そして、勇気を出して 1歩踏み出せば数々の出会

いが自分の人生を変えてくれるでしょう。 

 

あれ、会長ダンスのことなにも話してなくない？っ

て思ったでしょ。それはこの説明会と WSで最高

の講師陣が魅せてくれます。見て感じてください学

生最高峰のダンスを。 

 

そしたら、説明会とWS楽しんでいってください！

勇気のある者達よ、結成式でまた会いましょう！
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●副会長  九十九 咲（Zup? ４年） 

 

こんにちは！ 

関東大学学生ダンス連盟Σ 第 32 代副会長と総

合演出を努めます、Zup?4年のつくもです！ 

本日は第 29 回連盟公演「REALME」の説明会に

お越し頂き、ありがとうございます。 

 

みなさんは、人生の選択で迷った時、どうやって

最後の判断をしますか？ 

私はとりあえず「足し算になる方」を選びます。 

人生は足し算の連続で出来ていると思います。沢

山足せば足すほど、沢山の人に出会い、沢山の

挑戦をし、豊かな人生になります。 

バイトやゼミや就活。私達学生にはやらなきゃい

けない事が沢山あります。でも私は、自分の人生

を「やらなきゃいけない事」で埋め尽くされたくはな

い。教科書の例題通りの計算式にはしたくない。

だから「やってみたい事」に踏み出す決心をしまし

た。その 3年前があるから、今ここにいる事が出来

ています。 

やらない理由は結局のところ、探せばいつでもいく

らでもあるんです。その中で、「やってみたいこと」

に少しの勇気を持って飛び込める人が、この公演

に出演して欲しいと思います。 

 

ここには、ここでしか得られない経験と出逢いがた

くさんあります。 

少しでも興味があるなら飛び込んでみて下さい。 

絶対に後悔させません。50 日後、最高の笑顔で

舞台に立ちましょう。

 

●舞台監督 林 修豊（Dance Unit W＋I&S ４年）

 

本日は説明会にお越しいただき、誠にありがとうご

ざいます。 

今年度、舞台監督統括を務めています。 

Dance Unit W+I&S 4年 林修豊(はやしなおと)で

す。よろしくお願いします。 

 

シグマや公演のことはとりあえず置いといて、僕か

らは出るかどうか悩んでいる人へ！笑 

環境とか周りがどうだとかではなく、もし少しでも出

たい気持ちがあるなら、出たほうがいいです。 

むしろ大変だけどそれでも出たいって人の方が楽

しめると思うし、多分その方が後悔しないです。 

(というか出なかった人は後悔させます。そんくら

いいかつい舞台を用意しました) 

 

もしこの 50日間楽しみたいのなら。 

もしダンサーとして成長したいのなら。 

もし沢山のつながりを得たいのなら。 

もし連盟公演の舞台に立ちたいのなら。 

僕達と一緒にこの公演を打ちましょう。 

 

50 日間一緒に死ぬほど悩んで、死ぬほどくらって、

死ぬほどダンスを楽しむ。 

そんな仲間を、待っています。 

keep it real. 

他の誰でも、他の何でもなく、皆さん自身が選ん

でください。 以上！ 
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●ダンサーマネージャ統括  松﨑  純平（aka 

Wa.Se.Da 4年） 

 

あけましておめでとうございます！アンド説明会に

お越しいただきありがとうございます！！ 

 

初めまして、ダンサーマネージャー統括の松﨑純

平です。 

 

 

説明会に来たということは、今年の連盟公演に少

なからず興味があると思います。 

その中には、絶対出る！っていうモチベの子と迷

ってるなーくらいの子がいるでしょう。 

 

絶対出るって子はそのまま突っ走ってください、一

緒に楽しみましょう。 

迷ってるなーって子には、忙しいとか一緒に出る

友達がいないとかお金がとか色んな理由があると

思います。 

 

迷ってる理由を探すなら、一旦出ましょう。どうに

かなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

やらない後悔よりやる後悔って言葉があると思い

ますが、やって後悔しないのが一番！ 

一度きりの人生だし、やれることやっちゃいましょ

う！ 

 

 

もし出てから困ったことがあれば、ダンサーマネー

ジャーに相談してください。 

ダンサーマネージャーはその名の通り、「ダンサー

をマネジメントする役職」です。 

 

そんな役職があるんだから、連盟公演出てからも

安心！！ 

 

共に他では過ごすことの出来ない 50 日間を過ご

しましょう。 

 

何卒宜しくお願い致します。 
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■□■ ２．スタッフ紹介 ■□■ 

 

★会長 
 山﨑 史哉/4年/Snow Dancer/ふみや 

 

★副会長 

 九十九 咲/4年/Zup?/つくも 

(総合演出 兼任) 

 

★舞台監督統括 

 林 修豊/4年/Dance Unit W＋I&S/しゅーほー 

☆舞台監督補佐 

 林田 拓巳/4年/D-mc/Ta-kumi 

 藤田 光雄/3年/D.I.CREW/みっつー 

 山本 賢太郎/3年/D-mc/yamaken 

 福森 和香/2年/NAOKAN/Waka （渉外兼任） 

 

★演出統括 

 九十九 咲/4年/Zup?/つくも （副会長 兼任） 

☆演出補佐 

 栗原 ひかる/4年/ADL/ひかる 

 吉田 香奈子/4年/Zup?/コス 

 池戸 はるみ/3年/JUD/はるみ  

 平井 わか/3年/AQUARIUS/わか 

 松永 広大/3年/D.I.CREW/永久  

 芝嵜 萌衣/2年/D-mc/もえぴ 

 松下 菜々子/2年/D-mc/なこ 

 

★総務統括 

 水島 優衣/4年/D-mc/ゆいはん 

☆総務補佐 

 高橋 和奈/4年/MILD HEAVEN/ぴの 

深町 太一/4年/aka Wa.Se.Da,Snow Dancer./コン

ビール大使 

大久保 実咲/3年/S.D.C/ Chai 

 鈴木 啓太/3年/GASSES/k-ta 

松本 倫弥/2年/SesSion/Tomoya 

 

 

★会計統括 

 鎌木 凌/4年/Snow Dancer,KST/りょう 

☆会計補佐 

 佐々木 葵/4年/AUBE/じょい 

 柳澤 佳純/4年/D-mc/佳純 

 伊藤 萌々華/3年/AQUARIUS,Snow Dancer/ももか 

 辻田 栞里/3年/aka Wa.Se.Da.,√DG/SHIORI 

 

★広報統括 

 田原 千恵理/4年/D-mc/ChiERi 

☆広報補佐 

 酒井 日南子/4年/D-mc/ひい 

 近田 秀美/4年/D.I.CREW/エクセ 

 山本 幸輝/4年/ADL/こーちゃん 

 小野 茜/3年/Dance Unit W＋I&S/akane 

 菅原 萌佳/3年/麻舞 TRIBE/えびちゃん 

森 晴菜/3年/Which rino bit/HARUNA 

 

★渉外統括 

 入澤 龍介/4年/Dance Unit W＋I&S/Ryusuke 

☆渉外補佐 

金子 友梨香/3年/S.D.C/ゆりか 

伊澤 沙羅/2年/Zup?/さら 

福森 和香/2年/NAOKAN/Waka （舞台監督兼任） 

 

★ダンサーマネージャー統括 

 松﨑 純平/4年/aka Wa.Se.Da./ずん 

☆ダンサーマネージャー補佐 

 青木 風我/4年/Cypher Heds Fam/Fuga 

山田 泰士/4年/STAR★GATE/taishi 

 圓城寺 俊輔/3年/D-mc/Jooji 

河井 玲乃/3年/CHERISH/RE-NO 

 深澤 晴/2年/zap/ぱるる 
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■□■ ３．公演概要 ■□■ 

 

〈日時〉 

2020年 3月 13 (金) ～ 15日(日)   全４公演 （13夜・14日昼・14日夜・15日夜） 

※詳細な時間は決定次第ご連絡します。 

〈場所〉 

サンシティ越谷市民ホール 

JR武蔵野線「南越谷駅」東部スカイツリーライン「新越谷駅」から徒歩 3分 

〈参加費用〉 

38,000円 （非加盟者 +３０００円） 

+ チケットノルマ 15,000円（２５００円×6枚） 

〈参加資格〉 

・連盟員であること。（プラス料金で非加盟者も参加可能） 

※連盟員とは 

—関東大学学生ダンス連盟Σ加盟サークルに所属する者（大学在学中の OBOGを含む） 

—サークル現役の大学院生・社会人 

※非加盟者の場合は学生であることが条件です。 

  また、定員に達した場合は加盟者が優先されますのでご了承ください。 

・自ら公演を盛り上げる気持ちがあること。 

・団体行動ができること。 

・一般的なマナーを守ることができること。 

・練習に遅刻や欠席をせず、参加できること。 

・本番に全て参加できること。 
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■□■ ４．連盟公演の流れ ■□■ 

 

・連盟公演は、結成式から本番までの約５０日間、ほぼ毎日練習が行われます。 

・コマの空き時間は、自主練室を使って練習したり、仲間と交流を深めたり、自由に過ごすことができます。 

・２月からは通し（※１）が始まり、拘束時間は多くなりますが、全員で公演を創っているという意識を高め、より強い結束

を目指します。 

・公演期間中、「全体飲み」や「コマごとの飲み」なども随時開催されます。飲み会以外にも「バレンタイン企画」など様々

なコンテンツをご用意していますので、飲み会以外でもみんなで時間を共有し、思い出をたくさん作りましょう！ 

 

【大まかなスケジュール】 

※全て全員参加必須のイベントです。 

 

１月 18日（土） 結成式＆結成飲み 

 →連盟公演参加者全員による初めての全集。 ※詳細は決定次第出演者の皆様にご連絡します。 

 

１月 20日（月）〜 コマ練習（※2）開始 

 →まずは、「レギュラーコマ」の練習が始まります。この時期、「スペシャルコマ」のオーディションも行われます。 

※「レギュラーコマ」と「スペシャルコマ」については P.15をご参照ください。 

 

1月 31日（金）越谷練 

 →本番の会場にて実際にステージに乗って場当たりや、楽屋やステージなどの導線確認などをします。 

 

2月 16日（日）〜18日（火） 公演合宿 

 →「ホテルジャーニィーロード」にて２泊３日の合宿を行います。 

   〒３１４−０４０８ 茨城県神栖市波崎８６１４ （公式 HP: http://www.journeyroad.jp/） 

 

3月 9日（月） 越谷仕込み 

 →本番に向けて、舞台スタッフ一同でステージのセットを作ります。 

 

3月 10日（火）～12日（木) 越谷入り（※3） 

 →本番同様の舞台で照明合わせとゲネプロ（※4）を行います。 

 

3月 13日（金）〜15日（日） 本番 

 

※１ 通し＝本番と同じようにプログラムを通し、公演全体の流れを見る練習。 

（ 通し日程：2/14(金), 2/18(火), 2/23(日), 3/2(月), 3/8(日) ） 

http://www.journeyroad.jp/
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※2 コマ練習＝出演するコマの練習。 

※3 越谷入り＝本番の会場である越谷サンシティホールに行くこと。ステージに立つ感覚を確認する場当たり・舞台機

構の 

    説明・楽屋の案内・ゲネプロなどを行います。 

 

 

※4 ゲネプロ＝ステージを使って全てを本番同様に行うリハーサル。 

このように、連盟公演のスケジュールは非常にタイトではありますが、見ず知らずの約４００人が集まって１つの公演を創

るには、たくさんの時間を共有する必要があります。その過程は大変かもしれません。ただ、公演が終わった時には、そ

れを越える大きな達成感や大切な仲間との思い出など、かけがえのないものを得ることができるでしょう。 

『REALME』公演は、必ずあなたの人生を変えてみせます。 

 

  



 - 10 - 

 

■□■ ５．プログラム ■□■ 

—第１部— 

 

M1 OPENING   

 つる（梅棒）＋新藤静香＋チカラ（もすきぃと） 

M2 HOUSE 

lilac 

M3 FREESTYLE JAZZ 

Mag 

M4 SLOW JAZZ 

佳純（赤いレモン） 

assi.ひ〜みん 

M5 LADIES’ SP 

えりなっち 

M6 HIPHOP SP 

TETSU(VIBEPAK /IRI ) 

M7 HOUSE 

 The Loft 

M8 LOCK 

OFF the WALL 

M9 MEN’S SP 

consciencia 

M10 HIPHOP 

 roto 

M11 LOCK SP 

HANA(KONAMI&HANA/ヘビーバギー) 

assi.ロケット（MAGNOLIA/ALC 

/ONE LOCKERS）、ことみ（GINETTE） 

M12 POP 

 jockey（ラミノズ・テトラ） 

 assi. 地球、Asuka、Takuro 

 

 

 

—第２部— 

 

M13 BREAK 

 Nebula 

M14 HOUSE SP 

HIKARU(TERM-INAL)+KAZANE(LUCIFER) 

M15 FREESTYLE HIPHOP 

 hiroto 

 assi. Kento 

M16 ALL STYLES SP 

 BOO(Last Rain Livingroom/VIBEPAK) 

assi.Hagri(KEMURI) 

M17 JAZZ SP 

YOU 

M18 FREESTYLE HIPHOP 

 アウトサイダー 

M19 LOCK 

FLUST 

M20 HIPHOP 

 KAZUKI 

M21 WAACK 

 Glare 

M22 FINALE 
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■□■ ６．キャスト紹介 ■□■ 

 

★新（あらた）役 
 栗原 奎佑/3年/NAOKAN/くりけー 

 

★芽依（めい）役 

 野本 あき/4年/AUBE/あき 

★凌空（りく）役 

 瀬島 志琉/１年/aka Wa.Se.Da./SHiRYU 

 

★ハシモト役 

 遠藤 大騎/4年/ＡDL/ひろき

 

■□■ ７．コマ紹介 ■□■ 

 

【Ｍ１】 OP つる（梅棒）＋新藤静香＋チカラ（もすきぃと） 

 

【Ｍ２】 ＨＯＵＳＥ  lilac 

コマ理念 青春の喜びを全身で感じよう 

ダンスのスタイル・雰囲気 

シルエットの綺麗さ、ステップ、勢い等を意識して、男女どちらもの良さを取り入れた

スタイルです。が、何よりも大事にしてるのは気合い！気合い！気合いィィィィィ

ィ！！！ 

ダンサーへのメッセージ 

みんなで仲良くなりましょう。みんなで上手くなりましょう。公演も大事にしつつ、それ

だけで終わらない何かを見つけましょう。アル中が２人、アル中じゃない人が２人い

るのでお酒好きな人も苦手な人も、みんなで青春の喜び感じながら踊りましょう！！ 

 

【Ｍ３】 FREESTYLE JAZZ  Mag 

コマ理念 自分だけの魅せ方を見つける旅🍃 

ダンスのスタイル・雰囲気 
jazz の基礎をベースにしつつ、ジャンルに囚われないダンスをしてます！音と言

葉、所作、オーラなど、一人一人の作品への在り方を大切にしています。 

ダンサーへのメッセージ 
「みんなちがってみんないい」そう思いませんか？みんなでダンスを共有して楽しい

時間を過ごしましょう！！！🌷 

 

【Ｍ４】 SLOW JAZZ  佳純（赤いレモン） assi. ひ〜みん 

コマ理念 
踊る時は全力で踊る、遊ぶ時は全力で遊ぶ！連盟期を全力で楽しむ！！ 

たった 50日間だけど超絶泣けるコマに！ 

ダンスのスタイル・雰囲気 
バレエとジャズの基礎を活かし、slow jazz ならではの繊細さと美しさで表現します。

そこに感情を乗せて伝えるダンスを。 

ダンサーへのメッセージ 
どーせ同じ 50 日間なら楽しんだもん勝ち☆みんながホームだと思えるような、あた

たかいコマを一緒に作れたら嬉しいです☺♡ 
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【M５】 LADIES’ SP  えりなっち 

 

【Ｍ６】 HIPHOP SP  TETSU(VIBEPAK /IRI ) 

 

【Ｍ７】 HOUSE  The Loft 

コマ理念 

初心者も経験者も基礎的な部分を大事にして、この公演を通して全員のダンスを底

上げできるようなコマにしていきます！ 

Houseをもっと深く楽しめるように、一緒にダンスをシェアしていきましょう！ 

ダンスのスタイル・雰囲気 

HOUSEのステップだけでなく、身体全体を使ったスタイルをしています。 

だからこそ、HOUSE の基礎、ダンスの基礎を一つ一つ丁寧に積み上げていきましょ

う！ 

ダンサーへのメッセージ 

初心者、経験者まとめて大歓迎です！ 

基礎を見つめ直して、新しい事にも挑戦して、一緒に HOUSE を楽しみましょう！ 

そしてコマに出てくれたみんなとダンスはもちろん、それ以外でもたくさん遊びましょ

う〜！ 

公演が終わっても、なんとなく繋がっているようなそんなコミュニティになったら良い

なと思ってます！ 

全力で全部楽しみましょ〜！ 

 

【Ｍ８】 LOCK  OFF the WALL 

コマ理念 心身共に兀兀精進。 

ダンスのスタイル・雰囲気 
ロックのベーシックを大切にしつつ、踊ってる時のコミュニケーション、パッション、自

分たちが楽しく踊る 

ダンサーへのメッセージ 
6 人それぞれの個性で、楽しいコマにし、一人一人の良さを見つけられるように、兀

兀精進します。 

 

【Ｍ９】 MEN’S SP  consciencia 

 

【Ｍ１０】 ＨＩＰＨＯＰ  roto 

コマ理念 成長と証明 

ダンスのスタイル・雰囲気 ベーシックを大切にしてこそ個性が際立つ、カルチャーへのアプローチ 

ダンサーへのメッセージ 

このコマではスキルはもちろん、HipHop ってカルチャーへのリスペクトとかも伝えて

いけたらいいなと思ってます！それと基礎練めちゃくちゃすると思うので、成長した

い人は一緒にこの曲創ってくれたら嬉しいです！一生もんの仲間、募集中✌ 
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【Ｍ１１】  LOCK SP  HANA(KONAMI&HANA/ヘビーバギー) assi.ロケット（MAGNOLIA/ALC/ONE 

LOCKERS）、ことみ（GINETTE） 

 

 

【Ｍ１２】 POP  jockey (ラミノズ・テトラ)  assi. 地球、Asuka、Takuro 

コマ理念 公演の一部になる 

ダンスのスタイル・雰囲気 表現やエンターテインメンを突き詰める。 

ダンサーへのメッセージ 
学生ダンス期間でしかできないこと今じゃなきゃ全力でやれないこと、それが連盟公

演！一緒に刺激的な 50人間を過ごしましょう 

 

【Ｍ１３】 BREAK  Nebula 

コマ理念 

 ダンスのスタイル・雰囲気 

ダンサーへのメッセージ 

 

【Ｍ１４】 HOUSE SP  HIKARU(TERM-INAL)+KAZANE(LUCIFER) 

 

【Ｍ１５】 FREESTYLE HIPHOP  hiroto assi. Kento 

コマ理念 いきいきしましょう。 

ダンスのスタイル・雰囲気 
僕がカッコいいと思ったこと楽しいと思ったこと、気持ちいいと思ったことをやりたい

放題しちゃおうと思います。 

ダンサーへのメッセージ ダンスも遊びもとことん満喫しましょう。 

 

【Ｍ１6】 ALL STYLES SP  BOO(Last Rain Livingroom/VIBEPAK) assi.Hagri(KEMURI)  
 

【Ｍ１７】 JAZZ SP  YOU 

 

【Ｍ１８】 ＦＲＥＥＳＴＹＬＥ ＨＩＰＨＯＰ  アウトサイダー 

コマ理念 モテたい 

ダンスのスタイル・雰囲気 
ビュッフェ感覚で色んなスタイルを楽しめます。学生ダンサー界のスイーツパラダ〇

ス！ 

ダンサーへのメッセージ 筋肉痛・膝のアザは覚悟してください！ 

 

 

圧巻 
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【Ｍ１９】 ＬＯＣＫ  FLUST 

コマ理念 観ている人の心を動かすダンスを！！！ 

ダンスのスタイル・雰囲気 雰囲気のある Soul、気持ちのこもった Lock。ラスユニは、バチバチに気合い。 

ダンサーへのメッセージ 
連盟公演が終わっても、いつでも会いたいと思えるホームにします♪こむすびありさ

がいるので、安心してください！！！楽しくないわけがない！（笑） 

 

【Ｍ２０】 ＨＩＰＨＯＰ  KAZUKI 

コマ理念 ダンスっていう遊び！ 

ダンスのスタイル・雰囲気 身体の内側から外まで全部使って音楽を流す hiphop します 

ダンサーへのメッセージ 
踊って踊って遊んで繋がって酒飲んでとりあえず最高の公演期間にさせます私が

✌✌ 

 

【Ｍ２１】 WAACK  Glare 

コマ理念 体全体で音をめいいっぱいを楽しもう 

ダンスのスタイル・雰囲気 腕だけじゃなく体のリズムや魅せ方も大切にしています。 

ダンサーへのメッセージ 
ワックもダンスも音楽も酒も男も男も男も大好きなわしらと汗流そう！ 

学生最後の私たちの冬わけてあ・げ・る❤ 

 

 

【Ｍ２２】 FINALE 
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■□■ ８．エントリーにあたって ■□■ 
 

●レギュラー曲  

１人２曲まで出演できる、【学生が振り付けをする】曲です。 

みなさんには基本的にこのレギュラー曲に出演していただきます。 

 

●スペシャル曲（M1 Openingを含む） 

オーディションによって選抜された人のみが出演できる【プロが振り付けをする】曲です。 

※スペシャル曲のみのエントリーはできません。 

※【出演曲制限に関して】 

レギュラー曲 2曲＋スペシャル曲４曲の合計６曲までが出演できる最大曲数です。 

ただし、レギュラー１曲エントリーの場合、スペシャル曲は５曲まで出演できます。 

（※スペシャルコマの制限は出演数だけに限らず、レギュラー曲に 2 曲出演する場合、オーディションを受ける事の出来

るスペシャルコマが 4曲、レギュラーコマ 1曲出演の場合、5曲までオーディションを受ける事が可能です。） 

 

●フィナーレ 

M22、つまり公演の最後の曲で、お客さんに感謝の意を伝える場です。 

公演の出演者全員で出演します。 

 

●かぶりコマ 

曲順やスケジュールの都合上、 

掛け持ちが不可能な曲が発生してしまいます。 

その曲同士のことをかぶりコマと呼びます。 

つまり、全ての曲にエントリーできるわけでは 

ありません。 

※かぶりコマがあるのはレギュラー曲のみです。 

アウトサイダー (FREESTYLE HIPHOP)はかぶりコマはありません。 

スペシャル曲には適応されません。 

 

＊第一希望・第二希望の曲に出演出来るとは限りません。エントリー状況によっては、希望が通らない場合がありますの

で予めご了承ください。そのため、エントリーシートには必ず第五希望まで記入してください。 

＊レギュラー曲の出演曲数は 1 人 2 曲までですが、１曲のみの出演を希望する場合はエントリーシートの該当欄にその

旨を必ず記入してください。記入がない場合は２曲エントリー希望とみなします。 

＊エントリーシートに書く電話番号、携帯アドレス、LINEIDは、誤字脱字がないよう丁寧に記入してください。 

＊数字の 0 と 1はそれぞれ「0（中に線を引く）」「1（先を尖らせる）」のように記入してください。 

＊ドットやハイフン、アンダーバーなどのわかりにくい表記は、ふりがなをふってください。 
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■□■ ９．エントリー方法 ■□■ 

エントリーにおいてみなさんが行うことは大きく分けて 3つあります。 

  ①プレエントリー 1/４(土)の説明会にて （※欠席者は 1月 4日（土）23：59までにフォーム送信） 

  ②本エントリーフォームを送信 先着順 1/7(火) 0:00～1/8(水) 23：59まで 

  ③エントリーシートのＰＤＦ，ＬＩＮＥ ＱＲコードを提出 1/7(火)0：00～1/8(水)23：59まで 

 

＜用意するもの＞ 

・エントリーシート（複製不可） 

・パソコンまたは携帯電話 

・印鑑 

・証明写真１枚 

 ※裏に必ず、名前、サークル、学年を記入。（はがれてしまった時のため。） 

 ※最近撮影したもので顔がはっきりとわかるもの。プリクラ不可。 

・黒のペンまたはボールペン。※シャープペンシル、鉛筆は不可 

・学生証（非加盟の場合のみ） 

 

●ステップ１〜5まであります。順を追ってエントリーを行ってください。 

 

ステップ 1  エントリーシートを受け取る 

1月４日（土）に行われる公演説明会に参加し、配布された紙のエントリーシートを入手してください。 

※エントリーシートにはそれぞれナンバーが振られています。他の参加者からコピーなどした場合、エントリー不可となり

ます。 

※4日の説明会を欠席した方は HPよりエントリーシートのダウンロードをお願い致します。 

 

ステップ 2  ワークショップに参加する 

1月 5日（日）、6日（月）に行われる公演ワークショップに参加してください。 

ワークショップへの参加は必須ではありませんが、振付師のコマの体験ができ、エントリーするコマを選ぶ上で大変貴重

な機会となりますので是非ご参加ください。 

※ワークショップの詳細は P.24を参照してください。 
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ステップ 3  本エントリーフォームを送信する （先着順） 

指定されたフォームに必要事項を記入の上、送信してください。 

 

＜本エントリーフォーム送信期限＞ 1月 7日（火）0：00～1月 8日（水）23:59まで 

 

※期間内に本エントリーフォームを送信されなかった場合はエントリー不可とします。 

※内容がエントリーシートと異なる場合にはエントリー不可とします。 

  内容を間違えて送った場合はエントリー期間内に再度送信してください。 

 

 

ステップ 4  エントリーシート、LINE のＱＲコードを提出する 

・ 関東大学学生ダンス連盟Σ第 29回連盟公演規約（P.26）を熟読し、同意の上書類の準備に進んでください。 

・ 第 29回連盟公演エントリーシートに必要事項を記入してください。（P.22～23の記入例を参考にしてください。） 

・ エントリーシートが全て不備なく記入され、証明写真が貼付されているかを確認してください。 

※内容に不備がある場合にはエントリーを受け付けることができませんのでご了承ください。 

 

エントリーシートの提出方法には 2通りあります。 

 

≪メールによるデータ提出≫ 

・ エントリーシートを、コンビニのプリンターによるスキャン、スマホのスキャンアプリなどを用いてＰＤＦデータ化してく

ださい。 

・ ご自身のＬＩＮＥ ＱＲコードをスクショし、写真として保存してください。 

・ エントリーシートのＰＤＦデータおよびＬＩＮＥ ＱＲコードのスクショをメールに添付し、以下のアドレスまで送信してくだ

さい。 

・ 非加盟の場合は学生証の写真を添付してください。 

 

＜メール送信期限＞1月 8日（水）23：59まで 

＜メール送信先＞  sigma32.kouen@gmail.com 

 

・ 提出していただくメールに関しては以下の形でお願いいたします。 

 

【件名】 REALMEエントリー氏名 

（例）REALMEエントリー山﨑史哉 

（※「REALME」「エントリー」「氏名」の間にはそれぞれスペースなしで詰めてお願いいたします。） 

 

【本文】 所属サークル 

mailto:sigma32.kouen@gmail.com
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（例） SnowDancer 

本文の最初に所属サークル名の記載をお願いいたします。 

 非加盟の方は「非加盟」と記載してください。 

 

※期間内にメールを送信されなかった場合はエントリー不可とします。 

 

 

≪エントリーシート原本の提出≫ 

・ エントリーシートの PDFデータ化が難しい方は、紙原本での提出も可能です。 

（※エントリーシートを紙原本で提出される方も LINE QRコードはメールで提出していただきます。） 

・ 以下の日時、場所にスタッフが常駐いたしますので説明会にて配布したエントリーシートもしくは説明会を欠席した

方で HPからダウンロードしたエントリーシートを印刷していただきご持参ください。 

 

【日時】 2020年 1月 7日（火） 12：00～22：00 

 2020年 1月 8日（水） 12：00～22：00 

【場所】 ガクカフェ （学生 café メルディア） 

東京都新宿区西新宿 1-25-1 新宿センタービル 30F 

 

 

ステップ 5  出演の可否を確認する 

1月 9日（木）21：00に出演の可否をΣHPの【New Topics】に掲載いたしますので、必ずご確認ください。 

出演可能人数よりも希望者が多い場合には、ステップ 3の本エントリーフォームの先着順と提出していただいた情報の

正確さと説明会、WSの出席数で出演の可否を決定させていただきます。 

 

●ステップ 5までの全てを終えてエントリー完了となります。 

 

 

■□■ １０．エントリー後の流れ ■□■ 

 

P.16からのステップ１〜5を終えてエントリーは完了となりますが、この時点ではまだ出演は決定しておりません。 

 

●以下のステップ１〜４を完了してはじめて出演決定となります。 

 

ステップ１ 出演曲の確認の電話を取る 

１月１2日(日)に、振付師またはスタッフから全出演者に対して、出演曲決定の電話を行います。その日登録をしていな

い番号から電話が掛かってくると思いますが、とても大事な連絡ですので必ずお取りください。  
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（※当日電話にて連絡ができなかった方へはスタッフから LINEにて連絡させていただきますので、必ずお返事をお願い

いたします！） 

 

ステップ２ ΣHP に掲載された情報を確認する  

全出演者への確認が終わり次第、ΣHPの【New Topics】に出演者全員の「名前・所属サークル・学年・出演曲」を掲載い

たしますので、誤りがないか必ず確認してください。 

 

ステップ３ 参加費を振り込む  

P.20の参加費振り込みについてを参照し、参加費①は 1月 14日(火)～1月 16日(木)14:59の間に指定振込先にお振

り込みください。参加費②は 2月 20日(木)14:59までに指定振込先にお振り込みください。 

 

ステップ４ 全体 LINEへ参加 

公演の全出演者が参加する【全体 LINE】への連盟公演期間中の連絡事項は、全体 LINEで行います。 

 

●以上で出演手続きが完了となります 

 

※公演に関するお問い合わせに関しましては sigma32.kouen@gmail.com へお願いいたします。 
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■□■ １１．参加費振込について ■□■ 

 

出演コマが決定し、Σホームページ( http://sigmasince1987.com/ )にて出演を確認されましたら、 

以下の方法に沿って、お間違いのないようお振込みをお願いいたします。 

期日までにお振込みが確認されなかった場合、出演が取り消しになる可能性もございますので、十分にご注意ください。 

 

 参加費① 参加費②＋ノルマ代 

振込金額 20000円 33,000円 

振込期間 2019年 1月 14日(火)～16日(木)14:59 2019年 2月 1日（土）～2月 20日(木)14:59 

 [サークル番号] [スペース] [氏名] チ [サークル番号] [スペース] [氏名] 

※サークル番号は P.20をご参照下さい 

例 鎌木凌 SnowDancer所属(サークル番号 41)の場合 

【41 カマキリョウ】 【チ 41 カマキリョウ】 

振込先 三菱東京 UFJ銀行 尾山台支店 

普通 0052686 

カントウダイガクガクセイダンスレンメイシグマ カイケイ カマキリョウ 

内訳 練習施設費・会場費・舞台制作費・公演 T シャツ・映像記録費・フライヤー・パンフレット等

広報関連・合宿費・チケットノルマ費（※衣装代・飲み会代は含まれません） 

 

チケットノルマ内訳 

3月 13日(金)第 1回目公演：2枚 

3月 14日(土)第 2回目公演：2枚 

3月 14日(土)第 3回目公演：2枚 

計 6枚 

備考 ◇途中入部・引退等で連盟費を未だお支払いでない場合は追加で 1,000 円、非加盟の場

合は追加で 3,000 円のお支払いをお願いいたします。該当される方には、出演コマ決定

後、当方よりご連絡させていただきます。 

◇チケットは追加購入も可能です。詳細は出演者確定後ご連絡いたします。 

◇合宿不参加の場合でも、合宿費のみの返金は出来かねます。 

 

※恐れ入りますが振込手数料はご負担下さい。 

※お振込みの確認に必要になる場合がございますので、振込明細書は保管下さいますようお願いいたします。 

※お振込後のキャンセル及び返金は出来ませんので、予めご了承ください。

※公演に関するお問い合わせに関しましては sigma32.kouen@gmail.com へお願いいたします。 

 

 

http://sigmasince1987.com/
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■□■ １２．サークル番号一覧 ■□■ 
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■□■ １３．エントリーシート記入例 ■□■ 
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■□■ １４．その他連絡事項 ■□■ 

 

●コマ割り 

１、２月分のコマ割りは別紙で配布しているもので確定です。 

３月分のコマ割りは結成式にて配布予定です。 

※講師の都合により多少の変更はあるかもしれませんのでご了承ください。 

 

●公演ワークショップ 

・受付の時間が必要ですので、余裕を持ってお越しください。 

・受付は、両日とも 9:15以降であれば何時でも可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●結成式 

〈日時〉 

1月 18日（土） 15時～（仮） 

＠妙正寺体育館 

杉並区清水 3丁目 20番 12号 

（西武新宿線「井荻駅」から徒歩 10分） 

※詳細は確定次第ご連絡します。 

〈内容〉 

・コマ割り説明 

・ストーリーについて 

・連盟公演期間中における注意事項 

・スペシャルコマオーディションについて 
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・レクリエーション  等 

●結成飲み 

〈日時〉 

1月 18日（土） 20：30～（仮） 

＠居酒屋宴会処 まんぷく 

東京都新宿区高田馬場 2-18-11稲門ビル 5F 

（高田馬場駅徒歩２分） 

※詳細は、予約の関係で人数が確定するエントリー後にご連絡します。 

 

●サークル長 

サークル長とは、公演に出演している各サークルの代表者です。サークルのメンバーをまとめたり、スタッフからの連絡

を各サークル出演者に伝達したりしていただきます。練習に支障が出るほど大変なものではありません。エントリー確定

後にサークル長のグループを作成するので、1/14(火)までに各サークルでサークル長を決めるようお願いします。 

 

●施設利用における諸注意 

・練習室内は土足厳禁。必ず内履きを履いてください。 

 （部屋を出るときは必ず外履きに履き替えてください。） 

・練習室内は食事厳禁。 

・飲みものは蓋のついていないもの（紙パックや缶など）は厳禁です。 

・練習室以外での練習厳禁。 

・ゴミは自分で持ち帰りましょう。 

・タバコは喫煙所で吸いましょう。 

・施設の方には挨拶をしましょう。 

・Σが借りている練習室内を一歩出たら他の利用者との共同の場所です。 

 迷惑にならないよう、騒いだり施設で寝たりしないでください。 

 

以上のことが守れないと、練習ができなくなってしまうだけでなく、施設が使用禁止になり、その結果公演が中止になっ

てしまう可能性もあります。施設を利用する全員が必ずルールを守ってください。 

 

Σは毎年注意を受けており、施設が利用できなくなるギリギリの危険な状態です。施設は決して個人で使用しているの

ではなく、関東大学学生ダンス連盟Σとして使用していることを忘れずに。 

 

施設のルールを守ることは公演規約の 1つです。 

ルールが守れない場合は公演への出演を取り消さざるを得ません。 

それぞれの行いが連盟公演の成功を左右します 

その他、公演に関するお問い合わせに関しましては sigma32.kouen@gmail.com へお願いいたします。 
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■□■ １５．公演規約 ■□■ 

 

関東大学学生ダンス連盟Σ 第 29回連盟公演 公演規約 

 

第１条 名称 

本団体は「関東大学学生ダンス連盟Σ」と称し、本公演は「関東大学学生ダンス連盟Σ 第 29 回連盟公演」

と称する。 

第２条 目的 

本団体は、「関東大学学生ダンス連盟Σ 第 29回連盟公演」の実施を目的とする。 

第３条 会員資格 

〈第１項〉 以下の条件を満たしている者は本団体の会員資格を有する。 

① 本団体の活動の趣旨を理解し、その活動に参加する意思のある者。 

② 当規約を理解し、定める期日までに、定める方法で本会の活動に参加する意思があることを

表明し、署名した者。 

③ 定める期日までに参加費を納めた者。 

〈第２項〉 本団体の会員は以下いずれかの条件に該当した場合、会員としての資格を失う。またその際、参

加費の返金は無しとする。 

① 定める期日までに、定める方法で本会の活動に参加する意思があることを表明しなかった者。 

② 自ら辞退した者。 

③ 本団体の名誉を著しく損ねる行為があったと認められる者。 

④ 利用施設において定められたルールを破った者。（体育館への土足立ち入り、定められた利

用時間外での利用、定められた場所以外での練習等。） 

⑤ その他、当規約を破った者。 

第４条 活動 

本団体は、令和 2年３月 13日（金）〜15日（日）とサンシティ越谷市民ホールにおいて舞台公演を行う。 

第５条 個人情報の取り扱い 

個人情報は公演実施のために必要な範囲内においてのみ使用し、その保護に努める。 

第６条 団体責任 

第４条において定める活動範囲内における、個人または一部会員の単独行動によるトラブルに関しては、本

団体は一切その責任をもたない。 

第７条 付則 

本規約の定め以外にも、必要に応じて規約の改廃制定及び各種細則を決定する事が出来る。但し、過半数

の承知を得られない場合には無効となる。 

第８条 施行 

本規約は、令和２年１月１日（水）から施行する。 


