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2022/ 6/26（日）2022/ 6/26（日）
市民ホールくきざき

（つくば市小茎138）
市民ホールくきざき

（つくば市小茎318）

「D-Collection」にご来場いただく皆様へのお願い「D-Collection」にご来場いただく皆様へのお願い「D-Collection」にご来場いただく皆様へのお願い

写真：第二映像企画

＜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
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. 事前に健康チェックアンケートへのご回答をお済ませの上、ご来場ください。
3. 会場入り口での検温・手指消毒にご協力ください。
4. 密集しての雑談、大声での会話はお控えください。
※状況により当日入場をお断りする場合がございます。予めご了承ください
※来場者が感染症を発症した場合、つくば市等に情報提供を行い、適切に対応いたします

＜会場・客席でのお願い＞
1. ホール内は飲食禁止になっております。ロビー（ホワイエ）をご利用ください。
2. 全席自由席です。手荷物による長時間・過度な席取りはご遠慮ください。
　また、立ち見は消防法にて禁止されております。
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いただき、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. 再入場の際には、出入口のスタッフにお声掛けください。
6. 市民ホールくきざきは全面禁煙です。
7. 会場内ではスタッフの指示・誘導に従ってください。
8. 参加者へのプレゼントのお預かりは行っておりません。

D-Collection 2022
【主 催】　D-Life Entertainment　　　【協 力】　D-Life Support ／ D-Life Dance School

「D-Collection 2022」
新型コロナウイルス感染拡大防止対策のガイドライン

Dコレ2022の
最新情報はこちら！！
Dコレ2022の
最新情報はこちら！！



  1.  楊 芊瑜・楊 芊涵　作品練習クラス（コンテ）  『 お花畑のなかで・・・ 』

  2.  阿見スタジオ　WAACK入門・初級講座　　　　　　　　　　　　　　　　 『 This is it !! 』

  3.  阿見スタジオ　HOUSE入門講座  『 Just Friends 』

  4.  Dシアター バレエ・コンテトレーニング講座　　　　　 　『 Beauty and the Beast 』

  5.  Dシアター ママさんストリート講座  『 Ordinary Days 』

  6.  つくば南　LOCKING講座  『 LOCKING DYNAMYTE 』

  7.  玉木 千鶴　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 エトワールのヴァリエーション 』

  8.  水田 さおり・木塚 直子　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」第3幕より ヴァリエーション 』

  9.  新守谷スタジオ　フリースタイル講座 　　　『 今年はちょっとだけ振り付けあります 』

10.  つくば南　LOCKING ～ICHI style～講座 　　　『 Jαmmin’ Slammin' 』 

　　　　～休憩～

11.  斎藤 雅子　つくばスタジオ バレエヴァリエーション講座 　　　『 「コッペリア」より 曙の踊り 』

12.  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  『 「ドン・キホーテ」より 森の女王のヴァリエーション 』

13.  野本 美穂　つくばスタジオ バレエヴァリエーション講座 　　　『 「アレルキナーダ」のヴァリエーション 』

14.  守谷スタジオ　BREAKIN'入門講座 　　　『 全員がB-Boys and B-Girls 』

15.  スタジオ作品 （阿見スタジオ　HOUSE初級・中級合同) 　　　『 阿見HOUSEファミリー！ 』

16.  U-30岸田JAPAN講座 　　　『 Y2K 』

17.  作品練習クラス（コンテ） 群舞 　　　『 空 』

18.  龍ヶ崎スタジオ　HIPHOP入門講座 　　　『 moody gals2022 』

19.  学園スタジオ JAZZ入門・初級講座 　　　『 Lemon 』

20.  フィナーレ

第1部　開場11:30 / 開演11:45 / 終演13:45
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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

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

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

守谷スタジオ
BREAKIN'入門講座

守谷スタジオ
BREAKIN'入門講座

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

龍ヶ崎スタジオ
HIPHOP入門講座

龍ヶ崎スタジオ
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）
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
阿見スタジオ

HOUSE入門講座
阿見スタジオ

HOUSE入門講座
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

U-30岸田JAPAN講座U-30岸田JAPAN講座
つくば南

LOCKING ～ICHI style～講座
つくば南

LOCKING ～ICHI style～講座
スタジオ作品（阿見スタジオ）

HOUSE初級・中級合同
スタジオ作品（阿見スタジオ）

HOUSE初級・中級合同

つくば南
LOCKING講座

つくば南
LOCKING講座



第2部　開場16:30 / 開演16:45 / 終演18:45

  1.  Dシアター LOCKING入門講座 『 Be Free!! As a frisbee!! 』

  2.  吉田 知椛　作品練習クラス（バレエ）　　　　　　　　　　　　　　　　　『 「ドン・キホーテ」夢の場より　キューピットのヴァリエーション 』

  3.  奥津 百恵　作品練習クラス（バレエ）　　　　　　　　　　　　　　　　　『 「眠れる森の美女」第２幕より　オーロラ姫のヴァリエーション 』

  4.  中林 宮香　作品練習クラス（バレエ）　　　　　　　　　　　　　　　　　『 「くるみ割り人形」第3幕より　金平糖の精のヴァリエーション 』

  5.  ジェルフス 愛菜　作品練習クラス（バレエ） 『 「ドン・キホーテ」第1幕より　キトリのヴァリエーション 』

  6.  守谷スタジオ HOUSE入門講座 『 Banana moon! 』

  7.  学園スタジオ ママさんストリート講座 『 Strike it up!! 』

  8.  短期集中LOCKING入門講座 『 やっぱりロックダンス楽しい！！ 』

  9.  新守谷スタジオ HIPHOP入門講座 『 最後のところ、会場の皆様も一緒にお願いします。 』

10.  DAS/D-Life卒業生対象AYUナンバー講座 『 チーム あゆ いきます !!!!! 』 

　　　　～休憩～

11.  森 佳織　つくばスタジオ バレエヴァリエーション講座 『 「ファラオの娘」より アスピシアのヴァリエーション 』

12.  森田 三奈　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 エトワールのヴァリエーション 』

13.  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 『 「海賊」より オダリスク 第3ヴァリエーション 』

14.  柿崎 京子　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」のヴァリエーション 』

15.  スタジオ作品 （守谷スタジオ　HOUSE初級・中級合同) 『 守谷HOUSEファミリー！ 』

16.  学園スタジオ JAZZ講座（子ども） 『 Girls power!!!! 』

17.  新守谷スタジオ R&B講座　　　　　『 なにげないありふれた一日に幸せを感じたら素敵な作品ができました。 』

18.  スタジオ作品 （つくばスタジオ バレエ高等科B・A・Sクラス合同) 　　　『 タランテラ 』

19.  学園スタジオ　SOUL WAACK入門講座 　　　『 観たい！聴きたい！踊りたい！ 』

20.  フィナーレ
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短期集中LOCKING入門講座短期集中LOCKING入門講座
DAS/D-Life卒業生対象

AYUナンバー講座
DAS/D-Life卒業生対象

AYUナンバー講座
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

学園スタジオ
JAZZ講座（子ども）

学園スタジオ
JAZZ講座（子ども）

学園スタジオ
SOUL・WAACK入門講座

学園スタジオ
SOUL・WAACK入門講座

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）

守谷スタジオ
HOUSE入門講座

守谷スタジオ
HOUSE入門講座

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

スタジオ作品（つくばスタジオ）
バレエ高等科B・A・Sクラス合同
スタジオ作品（つくばスタジオ）

バレエ高等科B・A・Sクラス合同

新守谷スタジオ
HIPHOP入門講座

新守谷スタジオ
HIPHOP入門講座

新守谷スタジオ
R&B講座

新守谷スタジオ
R&B講座

準備中
スタジオ作品（守谷スタジオ）

HOUSE初級・中級合同
スタジオ作品（守谷スタジオ）

HOUSE初級・中級合同


