


※Age　　幼：幼児　小：小学生　中：中学生　高：高校生　大：大学生

番号 チーム名 ジャンル 作品名・曲名 Ａｇｅ Home Ground

（開場　９：３０～）

1 きらめキッズ　丹友 南中ソーラン 「ソーラン節」 小 天理市

2 げんきっずきりん（北保育所） 鳴子踊り 「雄叫び」 幼 天理市

3 ｃｈｅｅｅｒｚ！ キッズダンス 「ぼくらはつながっているんだな」 小 奈良県

4 Ｎｏ‐ｖａ ヒップホップ 「テルミーベイベー」
「ESCAPADE」 中・小 奈良県

5 maka maka フラダンス 「クウレイ プア ケニケニ」 大人 天理市

6 朝和・柳本バトントワリングクラブ バトントワ－リング・
ポンポン 「Snow Fairy」 小 天理市

7 プレミアム真美体操合同チーム 体操ダンス 「どんなときも。」 大人 天理市

8 ZIPPY ヒップホップ 「That 's What I Like ～ I Ain't With It」 小 奈良県

9 天理大学創作ダンス部 創作ダンス 「gifted ─生きて選び満たされる─」 大 天理市

10 イチョッシーズ feat.SinbiJr. 創作ダンス 「パプリカ」 大人・小・
幼 天理市

11 （ゲスト）藤井寺体操 ご当地体操 ええとこ藤井寺 大人 大阪府

小休止

12 天理和太鼓倶楽部猛鼓会 和太鼓演奏 「躍り打ち」 大人・大・
高 天理市

13 天理子ども和太鼓教室 和太鼓演奏 「キッズソーラン」 小・幼 天理市

14 きらきらたんぽぽ（南保育所） 鳴子創作ダンス 「前略、道の上より」 幼 天理市

15 紅幣踊り保存会 紅幣踊り 「紅しで踊り」 大人 天理市

16 HULA O Mana Loa フラダンス 「Green Rose HULA」 小 奈良県

17 南中学校バトンチーム バトントワーリング・
ポンポン 「Showtime」 中 天理市

18 Happiness 真美　ジュニア 創作ダンス 『Ｌｅｔ’ｓ Ｇｏ いいことあるさ！』
『Ａｌｌ Ｆｏｒ Ｏｎｅ』 中・小 天理市

19 RILEY ジャズヒップホップ「テイク・ミー・アウェイ」「ワン・ウーマン・アーミー」 中・小 奈良県

20 （ゲスト）帝塚山中学校高等学校ダンス部 創作ダンス 『アンダルシアの風』
『時の名、響うるはし』 高・中 奈良県

昼休み（開場　１２：４０～）

21 （ゲスト）ジェネシスオブエンターテイメント 車いすダンス 大人 大阪府

22 山の辺太鼓　鼓響 和太鼓演奏 「彩」 大人・中・
小 天理市

23 山の辺太鼓　鼓響チームZUNDOKO 和太鼓演奏 「韋駄天」 大人・小 天理市

24 わくわく元気隊（中央保育所） 創作ダンス 「おどるポンポコリン」 幼 天理市

25 きりんぐみ　わんぱく隊（嘉幡保育所） 鳴子踊り 「よさこいカンフー　ハッ！ ハッ！ ハッ！」 幼 天理市

26 ＴＥＮＲＩ☆ LITTLE BATOＮ バトントワーリング「フレンド・ライク・ミー」「アンダー・ザ・シー」 小 天理市

27 水月会　水月美登貴 日本舞踊 「加賀友禅の女」 大人 天理市

28 ジュエルキッズ 創作ダンス 「innocent word」 小 奈良県

29 てんやわん屋 創作ダンス 「心の空」 大人・大・
高・小・幼 天理市

30 みんなでいちょう体操・天理 ご当地体操 「天理市歌」 大人 天理市

31 （ゲスト）Ｓｏｎｇ＆Ｄａｎｃｅ Ｒｅｖｉｅｗ Show ミュージカル （演出）　岸本功喜 大人 全国

小休止

32 ガードチーム米色 カラーガード･
ダンス

「ストリートファイター」
「女子十二楽坊」 大人 奈良県

33 T.B.LOVERS ジュニア バトントワーリング「魔法使いサリー」「花は咲く」 中・小 天理市

34 高齢者二階堂公民館太極拳クラブ 太極拳 「チェンミン」 大人 天理市

35 共に生きる舞やまびこ よさこい 「南中ソーラン」 大人 天理市

36 Ｆｌｏｗ Ｆｉｔ フラフープダンス 「Harmony」「Butterfly from pupa」
大人・高・
小 奈良県

37 高等養護学校ダンス部＆卒業生ダンスチーム
「immortal」

コンテンポラリー
ダンス 「emergence」 大人・高 奈良県

38 ＴＥＮＲＩ☆ LITTLE BATON OHANA バトントワーリング「リロの歌」 小 天理市

39 yasmeen ベリーダンス 「Arabian Night」
「Laylet Hob」 大人 奈良県

40 関西文化芸術高等学校 殺陣＆ダンス 「空蝉花衣（うつせみはなごろも）」 高 奈良県

41 Happiness 真美 桜・キラリ組 創作ダンス 「カルメン」 大人 天理市

42 soul factory steppers
（天理高等学校ダンス部）

ヒップホップジャズ
ブレイク

「tap the bottle」
「Q-tip」 高 天理市

フィナーレ（出演全チーム）




