
TENRI PERFORMANCE
FESTIVAL 2018

主催／天理市　　主管／天理パフォーマンスフェスティバル実行委員会
後援／天理市教育委員会、天理市PTA連絡協議会、天理市スポーツ推進委員会
　　　天理市学童保育連絡協議会、天理市商工会
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検索天理パフォーマンス

やまのべホール（天理市民会館）
10.21 sun

公式ページQRコード

午前の部 10:00~（開場 9:30）
午後の部 13:00~（開場 12:45）
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●開催日の午前７時時点で奈良県天理市に警報などが発令されており、主催者が危険と判断した場合は中止とさせていただきます。
●やまのべホール内への演技中の出入りはできません。指定の出入口より幕間に速やかに移動して下さい。
●ホール内は飲食禁止です（玄関ロビーはOK）。各自ゴミはお持ち帰りください。
●会場内での写真撮影、ビデオ撮影は中央通路より後ろの席に限らせていただきます。また、フラッシュ撮影は禁止です。
●市民会館内は禁煙です。館外所定の喫煙場所にてお願いします。

【注意事項】

ACCESS MAP

天理市役所
駐車場

川原城
３００番地
駐車場

天理駅前
立体駐車場
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やまのべホール
（天理市民会館）

※天理市民会館の敷地内には車両乗り入れが禁止となります。
　お越しの際は、各種公共交通機関、または天理駅前及び最寄りの駐車場をご利用下さい。

天理本通り商店街

ソーセージ、からあげ、
うな丼、ポテト、みたらし、クレープ

その他 粉もんなど
ブース ＆ キッチンカーで販売！

うまいもん広場

天理パフォーマンスフェスティバル実行委員会事務局
（天理市くらし文化部文化振興課内）
〒632‒0016　奈良県天理市川原城町605
TEL ０７４３‒６３‒１００１（内線866）　
FAX ０７４３‒６２‒２８８０　 
E-mail　bunka@city.tenri.nara.jp
ホームページ　http://tenri-pff.com/　
フェイスブック公式ページ　https://facebook.com/tenri.pffesta/

事務局及び問合せ先

検索天理パフォーマンス

公式ページQRコード
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政府は 2020 年以降を見据え、日本の強みである地域性
豊かで多様性に富んだ文化を活かし、成熟社会にふさわ
しい次世代に誇れるレガシーを作り出す文化プログラム
を「beyond2020」として認証し、日本全国に展開し
ます。天理パフォーマンスフェスティバル 2018 はこの
認証を受け、取組を応援しています。

beyond2020 プログラムは、2020 年の東京オリンピック・パラリン
ピックの機運を盛り上げるため、内閣官房や文化庁など関係省庁等で
構成される関係府省庁等連絡・連携会議で進める、市町村や民間団体
等が参加できる文化プログラムです。

天理パフォーマンスフェスティバル
舞台で熱い演技を披露して
いただいた演者たちが
ハレの日の勇姿で記念撮影！
撮った写真はSNSでシェア！ 
ハッシュタグにチーム名と、
#天理パフォ　をつけて
instagram, Twitter, Facebook の
どれかで投稿してください！

「古墳」モチーフの一風変わったステージ
コフフン、または市民会館前で撮影！
「いいね！」をたくさん獲得したチーム
には景品あり！ みなさんの「いいね！」
をお願いします。

聖心学園中等教育学校
創作ダンス部（通称S.D.C）

大阪樟蔭女子大学
新体操部

樟蔭中学校・高等学校
樟蔭ダンスクラブ

ご当地体操ゲストSPECIAL GUESTTENRI PERFORMANCE FESTIVAL 2018



20 18

番号 home ground チ ー ム 名 演技名・曲名 ジャンル Age

1 天理市 天理和太鼓倶楽部猛鼓会 躍り打ち 和太鼓演奏 中・大人

オープニング

2 天理市 猛鼓会こども和太鼓教室
（天理和太鼓倶楽部猛鼓会） 清流登り打ち 和太鼓演奏 小・大

3 天理市 チーム　グリーン☆ピース（中央保育所） 笑ー笑（シャオイーシャオ ) 創作ダンス 幼

4 奈良県 Cheeerz! It's show time!! キッズダンス 小

5 奈良県 HONOKA Butterfly フラフープダンス 高

6 天理市 イチョッシーズ　feat. SinbiJr. The world is ours
仮面ライダーBlackRX イクメンダンス 小・中・大人

7 天理市 Happiness 真美キラリ組 Let it go ～ありのままで～ 創作ダンス 高・大人

8 奈良県 Lacy ☆ ①Waiting for love
②Wake me up ヒップホップ 小

9 奈良県 RILEY ① Bottle pop
②When I grow up

ジャズ、
ヒップホップ 小・中

10 天理市 チーム輝け　丹小魂 ソーラン節 南中ソーラン 小

11 愛媛県 （ゲスト）今治タオル体操愛好会 ご当地体操 高・大・大人

中休み
12 天理市 きりんぐみわんぱくたい（嘉幡保育所） いつだって　僕らは 鳴子踊り 幼

13 天理市 アロハココナッツパパリナクラブ ①パリーシェル
②夏の日の思い出 フラダンス 大人

14 奈良県 関西文化芸術高等学校 Holding out of hero ストリートダンス 高

15 天理市 Happiness 真美ジュニア What's the hell　他メドレー ジュニアダンス 幼・小・中

16 天理市 maka maka 糸・世界中のこどもたちが フラダンス 幼・小・大人

17 奈良県 yacco ＆ Almas ①サィーディー
②ドラムソロ ベリーダンス 大人

18 天理市 TENRI ☆ LITTLE　BATON　バトンチーム ① I've Got  A Dream 
② Something That I Want バトントワリング 小

19 大阪府 （ゲスト）大阪樟蔭女子大学新体操部 新体操 大

昼休み

番号 home ground チ ー ム 名 演技名・曲名 ジャンル Age

20 大阪府 （ゲスト）樟蔭中学校・高等学校　　　　 樟蔭ダンスクラブ 創作ダンス 中・高

21 天理市 山の辺太鼓　鼓響　チームZUNDOKO ふれ太鼓 和太鼓演奏 小・大人

22 京都府 みつば家 この道 よさこい鳴子踊り 小・高・大人

23 天理市 スマイル グレープス（天理小学校） one more time
ナツコイ

チアダンス
（ポンポン） 小

24 天理市 高齢者二階堂公民館太極拳クラブ 荒城の月 太極拳 大人

25 天理市 真美体操合同チーム 雨のち晴レルヤ 体操ダンス 大人

26 天理市 げんきっずきりん（北保育所） 一笑懸命 鳴子踊り 幼

27 奈良県 UP↑ stairs ① Drops　② Beep me 911
③ Lose Control フリースタイル 小・中

28 天理市 スーパーミラクルたんぽぽ（南保育所） よさこい舞ふぶき 鳴子創作ダンス 幼

29 奈良県 Zippy ☆ ① Bicken Need
② Finesse ヒップホップ 小

30 天理市 T.B.LOVERS ジュニア ① It's show time
②シング・シング・シング バトントワーリング 小・中

31 奈良県 NARA SEIWA STUDENTS 創作曲 創作演舞 中・高

32 天理市 みんなでいちょう体操 天理市歌 ご当地体操 大人

中休み

33 兵庫県 市川　千明 真っ白なTシャツ ギター弾き語り 大人

34 天理市 TENRI ☆ LITTLE　BATON　ダンスチーム ス・マ・イ・ル チアダンス 小・中

35 奈良県 No-va One Kiss ハウス 小

36 奈良県 Shekeyz! The Greatest Show キッズダンス 小

37 天理市 TRK In My Room フリースタイルダンス
（ストリートダンス） 小

38 奈良県 yasmeen Oriental with Fanveil ベリーダンス 大人

39 天理市 山の辺太鼓　鼓響 長良清流登り打ち 和太鼓演奏 大人

40 天理市 てんやわん屋 てんやわん屋オリジナル曲 創作ダンス 幼～大人

41 天理市 共に生きる舞やまびこ 天理な祭り
総踊り よさこい 大人

42 天理市 朝和・柳本バトントワリングクラブ スマイルカーニバル バトントワリング 小

43 天理市 Amuse グレイティストショーマンより
「This is me」、「The Greatest Show」

ダンス、
カラーガード 大人

44 天理市 天理大学創作ダンス部 夕立 －YUUDACHI－ 創作ダンス 大

45 橿原市 （ゲスト）聖心学園中等教育学校　　　　 創作ダンス部 桜 サインダンス 中

フィナーレ

※Age　　幼：幼児、小：小学生、中：中学生、高：高校生、大：大学生 ※Age　　幼：幼児、小：小学生、中：中学生、高：高校生、大：大学生

聖心学園中等教育学校
創作ダンス部（通称S.D.C）

大阪樟蔭女子大学
新体操部

樟蔭中学校・高等学校
樟蔭ダンスクラブ

午前の部 10:00~（開場 9:30） 午後の部 13:00~（開場 12:45）

私たちは中学生から大学生までが所
属し、みんなで成長していくことので
きるクラブです。毎年新体操では、全
日本学生新体操選手権大会や ALL 
JAPAN をはじめ様々な試合に出場
し て お りま す。ま た AGG で は
JAPANCUP２連覇や世界選手権国
別３位、チーム別７位入賞等の成績を
収めてきました。

私たちは、自己理解・他者理解そう
いう感性を持ちながら、与えられた
課題の意味を理解し自分で考えられ
る人になれるよう、生きていくために
必要な力を育てえるクラブ活動を目
指し、日々活動しています。夏には、
様々な大会に中高共に出場しました。
これからも良い演技が残せるよう頑
張っていきます！

普段は中学1年生から高校2年生までが一緒
に活動しており、部員のほとんどが未経験者
ですが、様々なジャンルのダンスに挑戦して
います。今日はその中でも、サインダンス
「桜」を踊ります。サインダンスは、手話を取り
入れたダンスで、先輩方から10年間代々受
け継いできました。この曲の素晴らしさが全
ての人に伝わるよう、一生懸命頑張ります。
『Let’s go S.D.C! We are NO.1!!』

愛媛県今治市の「今治タオル体操愛
好会」です。タオル1本あれば子供さ
んからご年配の方まで、どなたでも簡
単にできる体操です。今治民謡「木山
音頭（きやまおんど）」のメロディーに
のって、皆さんも一緒に体操しましょ
う！ さあ、タオルをご用意ください。  
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