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D-Life Entertainment
ディーライフ エンターテインメント

第2部　出演講座 （配信11:30～12:30）第2部　出演講座 （配信11:30～12:30）

［こども］ 夏期集中LOCKING講座

 バレエ・コンテトレーニング講座

 作品練習クラス（コンテ） 

［大人］     つくば バレエヴァリエーション講座

 つくば南 LOCKING ～ICHI style～講座

 Dシアター　ママさんストリート講座

 新守谷　HIPHOP入門講座     

第4部　出演講座 （配信14:30～15:30）第4部　出演講座 （配信14:30～15:30）

［こども］ スタジオ作品（つくばスタジオ）

             阿見 HOUSE講座

             守谷 BREAKIN'入門講座

             新守谷 R&B講座

 作品練習クラス（バレエ）

［大人］ 阿見　WAACK入門・初級講座

             Dシアター　LOCKING入門講座

第1部　出演講座　（配信10:00～11:00）第1部　出演講座　（配信10:00～11:00）

［こども］   夏期集中JAZZ講座

            夏期集中HOUSE入門講座

            作品練習クラス（バレエ） 

［大人］    つくば バレエヴァリエーション講座

            学園 ママさんストリート講座

            龍ヶ崎 HIPHOP入門講座 

            DAS・D-Life卒業生対象 MAHOナンバー講座

第3部　出演講座 （配信13:00～14:00）第3部　出演講座 （配信13:00～14:00）

［こども］ 守谷 HOUSE入門講座

             つくば南 LOCKING講座

　　　　　　　　 新守谷 フリースタイル講座

             作品練習クラス（バレエ）

             作品練習クラス（コンテ）             

［大人］     学園　SOUL WAACK入門講座

             学園　JAZZ入門・初級講座 

　　　　　　　　 U-25ティンティンJAPAN講座

※プログラム順ではありません

オンライン配信オンライン配信オンライン配信
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オンライン配信オンライン配信



  1.  Dシアター バレエ・コンテトレーニング講座  『 パート オブ ユア ワールド 』

  2.  つくば南　LOCKING ～ICHI style～講座　　　　　　　　　 『 We are locking!! 』

  3.  野本 美穂　つくばスタジオ バレエヴァリエーション講座  『 ドン・キホーテより キトリのヴァリエーション 』

  4.  斎藤 雅子 ・ 森田 三奈　つくばスタジオ バレエヴァリエーション講座　　『 ライモンダより ロマネスク（友人たちの踊り） 』

  5.  成島 伊津子　つくばスタジオ バレエヴァリエーション講座  『 眠れる森の美女より リラの精のヴァリエーション 』

  6.  森 佳織　つくばスタジオ バレエヴァリエーション講座  『 パキータより 女性ヴァリエーション 』

  7.  夏期集中LOCKING講座   『 ロックダンス楽しい！！ 』

  8.  Dシアター ママさんストリート講座 　　　『 topaz 』

  9.  増田 愛佳 作品練習クラス（コンテ） 　　　『 雨のうた 』

10.  作品練習クラス（コンテ） 群舞 　　　『 月のひかり 』

11.  新守谷スタジオ HIPHOP入門講座 　　　『 Capture your mind 』

  1.  夏期集中JAZZ講座  『 マリーゴールド 』

  2.  木塚 直子 ・ 武田 梓 ・ 水田 さおり　つくばスタジオ バレエヴァリエーション講座　　　　　　　　　　　　 『 海賊より オダリスク 』

  3.  高井 久仁子　つくばスタジオ バレエヴァリエーション講座  『 ライモンダより ピチカートのヴァリエーション 』

  4.  柿崎 京子 ・ 玉木 千鶴　つくばスタジオ バレエヴァリエーション講座　　『 ライモンダより ロマネスク（友人たちの踊り） 』

  5.  久野 夕子　つくばスタジオ バレエヴァリエーション講座  『 海賊より メドーラのヴァリエーション 』

  6.  学園スタジオ ママさんストリート講座  『 Mama got funk 』

  7.  龍ヶ崎スタジオ HIPHOP入門講座   『 With Love… 』

  8.  柴田 桃佳 作品練習クラス（バレエ） 　　　『 ドン・キホーテより キューピットのヴァリエーション 』

  9.  吉田 知椛 作品練習クラス（バレエ） 　　　『 眠れる森の美女より フロリナ王女のヴァリエーション 』

10.  片岡 凛華 作品練習クラス（バレエ） 　　　『 ドン・キホーテより キューピットのヴァリエーション 』 

11.  夏期集中HOUSE入門講座 　　　『 Bella Ciao Ciao 』

12.  DAS・D-Life卒業生対象 MAHOナンバー 　　　『 Reunion 』

第2部　開始11:30 / 終了12:30第2部　開始11:30 / 終了12:30

第1部　開始10:00 / 終了11:00第1部　開始10:00 / 終了11:00

夏期集中JAZZ講座夏期集中JAZZ講座
つくばスタジオ

バレエヴァリエーション講座
つくばスタジオ

バレエヴァリエーション講座

作品練習クラス（バレエ）作品練習クラス（バレエ）

学園スタジオ
ママさんストリート講座

学園スタジオ
ママさんストリート講座

DAS・D-Life卒業生対象
MAHOナンバー

DAS・D-Life卒業生対象
MAHOナンバー

Dシアター
バレエ・コンテトレーニング講座

Dシアター
バレエ・コンテトレーニング講座

つくば南
LOCKING ～ICHI style～講座

つくば南
LOCKING ～ICHI style～講座

Dシアター
ママさんストリート講座

Dシアター
ママさんストリート講座

新守谷スタジオ
HIPHOP入門講座

新守谷スタジオ
HIPHOP入門講座作品練習クラス（コンテ）作品練習クラス（コンテ）

つくばスタジオ
バレエヴァリエーション講座

つくばスタジオ
バレエヴァリエーション講座 夏期集中LOCKING講座夏期集中LOCKING講座

夏期集中HOUSE入門講座夏期集中HOUSE入門講座

龍ヶ崎スタジオ
HIPHOP入門講座 

龍ヶ崎スタジオ
HIPHOP入門講座 



第4部　開始14:30 / 終了15:30第4部　開始14:30 / 終了15:30

第3部　開始13:00 / 終了14:00第3部　開始13:00 / 終了14:00

  1.  学園スタジオ　SOUL WAACK入門講座  『 Meu　amor e 』

  2.  下河 沙羅 作品練習クラス（コンテ） 　　　　 『 願いを花に 』

  3.  益子 直 作品練習クラス（コンテ）  『 夏かげ―想い出は遠くの日々 』

  4.  守谷スタジオ HOUSE入門講座 　　  『 The first step 』

  5.  新守谷スタジオ フリースタイル講座  『 振付はございません。 』

  6.  田村 真苗 作品練習クラス（バレエ）  『 ワルプルギスの夜より ヴァリエーション 』

  7.  青山 栞奈 作品練習クラス（バレエ）   『 アレルキナーダより ヴァリエーション 』

  8.  U-25ティンティンJAPAN講座 　　　『 T.I.M. Revolution 』

  9.  つくば南 LOCKING講座 　　　『 CLOUD NINE 』

10.  学園スタジオ　JAZZ入門・初級講座 　　　『 We'll be fine 』

  1.  阿見スタジオ　WAACK入門・初級講座  『 今年はSoulでFunkyに踊ってみます！ 』

  2.  吹田 琴音 作品練習クラス（バレエ） 　　　　 『 パリの炎より ジャンヌのヴァリエーション 』

  3.  豊崎 愛奈 作品練習クラス（バレエ）  『 眠れる森の美女より フロリナ王女のヴァリエーション 』

  4.  奥津 百恵 作品練習クラス（バレエ） 　　  『 ジゼルより ぺザントのヴァリエーション 』

  5.  蔡 宙奈 作品練習クラス（バレエ）  『 白鳥の湖第1幕より オデットのヴァリエーション 』

  6.  守谷スタジオ BREAKIN'入門講座  『 ユニティこそオレらのスタイル 』

  7.  阿見スタジオ HOUSE講座  『 谺　～Yamabiko～ 』

  8.  新守谷スタジオ R&B講座 　　　『 GOOD THINGS 』

  9.  Dシアター　LOCKING入門講座 　　　『 色んな魅力つめこみました 』

10.  スタジオ作品（つくばスタジオ） 　　　『 Symphony 』

学園スタジオ
SOUL WAACK入門講座

学園スタジオ
SOUL WAACK入門講座

守谷スタジオ
HOUSE入門講座

守谷スタジオ
HOUSE入門講座

新守谷スタジオ
フリースタイル講座

新守谷スタジオ
フリースタイル講座作品練習クラス（コンテ）作品練習クラス（コンテ）

阿見スタジオ
WAACK入門・初級講座

阿見スタジオ
WAACK入門・初級講座

守谷スタジオ
BREAKIN'入門講座

守谷スタジオ
BREAKIN'入門講座

阿見スタジオ
HOUSE講座
阿見スタジオ
HOUSE講座作品練習クラス（バレエ）作品練習クラス（バレエ）

新守谷スタジオ
R&B講座

新守谷スタジオ
R&B講座 スタジオ作品（つくばスタジオ）スタジオ作品（つくばスタジオ）

Dシアター
LOCKING入門講座

Dシアター
LOCKING入門講座

作品練習クラス（バレエ）作品練習クラス（バレエ）
つくば南

LOCKING講座
つくば南

LOCKING講座
学園スタジオ

JAZZ入門・初級講座
学園スタジオ

JAZZ入門・初級講座U-25ティンティンJAPAN講座U-25ティンティンJAPAN講座



★★★Dコレ2021の様子を更新中！★★★
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協 力 ／ D-Life Support  D-Life Dance School

技術顧問 ／ 村田芳子（筑波大学 体育系 名誉教授）

写真・ビデオ撮影 ／ 第二映像企画　
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つくばカピオホールへご来場いただく皆様へのお願いつくばカピオホールへご来場いただく皆様へのお願い
＜ご来場いただく前に・・・＞
■以下に該当される方はご来場をお控えください
※チケット料金は払い戻しいたしますので、 【10/24（日）】 までに
　D-Lifeまでメールにてご連絡ください
1. 発熱、息苦しさ、強いだるさ、咳、咽頭痛などの症状がある方
2. ご家族に［1.］の症状がある方
3. 過去2週間以内に感染拡大している国や地域への渡航歴がある方
4. 新型コロナウイルス感染症陽性とされた方との濃厚接触がある方
5. その他、体調に不安がある方

＜ご来場いただく際のお願い＞
1. 必ずマスクを着用してください。
2. 入場直後の手指消毒・手洗いにご協力ください。
3. 健康チェックアンケートをご提出ください。
→健康チェックアンケートはチケットの裏面にございますので、必ず事前に
　ご記入の上、ご来場ください。

＜会場・客席でのお願い＞
1. つくばカピオ館内は飲食禁止になっております。ご注意ください。
2. 指定席となっておりますので、ご自身の座席以外に移動しての利用は
　 ご遠慮ください。
　 また、立見は消防法により禁止されております。お控えください。
3. 必ずマスクを着用してください。
　大きな声での声援はご遠慮ください。ぜひ拍手で盛り上げてください。
4.  ホール内での写真撮影・ビデオ撮影はご遠慮ください。
　 また、スマートフォン・携帯電話・ゲーム機・アラーム付時計は音の
　 出ない設定にしてください。
5.  つくばカピオ館内及び周辺は「路上喫煙禁止地区」となっており、
　 全面禁煙です。
6.  再入場の際には半券の提示をお願いいたします。
7.  会場内ではスタッフの指示に従ってください。

配信をご覧いただく皆様へのお願い配信をご覧いただく皆様へのお願い
1. 配信はインターネット環境の整ったところでご視聴ください。
　もし画面が止まってしまったり、音と映像のズレがある場合は、
　以下をお試しください。
　　★PCで閲覧の方→ウェブブラウザの更新
　　★携帯電話・スマートフォンでご覧の方→アプリの再起動
　それでも修正できない場合は、PC・スマートフォンなどを
　再起動していただくと、スムーズにご覧いただけると思います。

2. 画質の設定は、ご覧いただいている画面の「歯車ボタン」から
　変更できます。映像がカクつく場合は普通画質の360pに設定する、
　高画質で見たい場合は1080pに設定するなど、ご利用端末の性能と
　インターネット環境に合わせて、お好みで設定してください。

3. イベント上演中の映像の「撮影・画面録画・録音」は一切禁止とさせて
　いただきます。

4. 10/31（日）23:59まで、見逃し配信をご覧いただけます！
　もう１度見返したい方や、ご都合で見られなかった方にもぜひご覧
　いただければ幸いです。

＜万が一、配信が止まってしまった際には・・・＞
　万が一ご視聴いただく上で何か問題があった場合は、配信映像の
　概要欄に全ての情報をアップしております。
　お困りの際はそちらをご確認いただけますよう、お願いいたします。


