
出場順 県名 高校名 チーム名　 読み方
本番

予定時間

1 東京都 都立つばさ総合高等学校 River Up リバーアップ

2 東京都 都立深沢高等学校 FDF PURITY エフディエフ　ピュラティ

3 東京都 都立青山高等学校 AGDC　8ｔｈ エージーディーシー　エイス

4 埼玉県 県立草加東高等学校 Burst バースト

5 東京都 都立深沢高等学校 FDF FEARLESS エフディエフ　フィアレス

6 東京都 都立蒲田高等学校 brush ブラッシュ

7 東京都 都立荒川商業高等学校 ☆CREW クルー

8 神奈川県 県立白山高等学校 Infinity Soul インフィニティ　ソウル

9 東京都 都立桜町高等学校 SD エスディー

10 東京都 都立つばさ総合高等学校 Level C レベル　シー

11 東京都 都立青山高等学校 AGDC　7ｔｈ エージーディーシーセブンス

12 神奈川県 県立白山高等学校 Sparkle スパークル

13 神奈川県 光明学園相模原高等学校 light reflection ライト　リフレクション

14 埼玉県 東野高等学校 H.D.T

15 東京都 日本体育大学荏原高等学校 Un Known アンノウン

16 千葉県 クラーク記念国際高等学校　柏キャンパス Girls K + ♂ ガールズケー　プラス　ダンシ

17 東京都 品川女子学院高等部 Marble Pop マーブル　ポップ

18 埼玉県 県立伊奈学園総合高等学校 華軍 ハナイクサ

19 埼玉県 県立岩槻北陵高等学校 RocK MarcH ロック　マーチ

20 千葉県 東京学館船橋高等学校 ETERNAL GLORY エターナル　グローリー

21 静岡県 御殿場西高等学校 G.N.BREAKERZ ジーエヌブレイカーズ

22 千葉県 県立幕張総合高等学校 DOHOPS ドップス

23 東京都 都立桜修館中等教育学校 炭酸系女子 タンサンケイジョシ

24 千葉県 県立市川昴高等学校 OVER WHELM オーバー　ウェルム

25 東京都 都立東大和南高等学校 freedom フリーダム

26 東京都 品川エトワール女子高等学校 Etoile Dance Club エトワール　ダンス　クラブ

27 東京都 二松學舎大学附属高等学校 チーム二松 チームニショウ

28 東京都 都立小平西高等学校 BLUTE ブルートゥ

29 東京都 都立東大和南高等学校 MAD winds マッド　ウィンズ

30 千葉県 県立市川昴高等学校 DEFI ディフィー

31 東京都 都立東大和高等学校 都立東大和高校ダンス部 トリツヒガシヤマトコウコウダンスブ

32 東京都 都立武蔵丘高等学校 Dippper ディッパー

34 東京都 都立葛飾野高等学校 KTN CLAN カツノ　クラン

35 千葉県 敬愛学園高等学校 KGD☆Claps ケージーディークラップス

36 埼玉県 県立新座高等学校 NZDC エヌゼットディースィー

37 東京都 都立足立新田高等学校 Hybrid　sunz ☆　S ハイブリッドサンズ　エス

38 埼玉県 県立蕨高等学校 WDC ダブリューディーシー

39 千葉県 千葉敬愛高等学校 ABLOOS アブルース

40 東京都 都立狛江高等学校 Halo ハロ

41 東京都 都立大森高等学校 MoriNeko モリネコ

42 東京都 都立野津田高等学校 NZT.D エヌゼットティーディー

43 東京都 都立狛江高等学校 BAM バム

44 東京都 都立足立新田高等学校 Hybrid　sunz ☆　B ハイブリッドサンズ　ビー

45 神奈川県 橘学苑高等学校 A-Crack エークラック

第１８回 高校生ダンスコンテスト -DANCE IN MOTION 2016 summer-タイムテーブル　平成28年7月16日（土）

休憩

出演辞退により順番は変動する可能性がございます。また、当日の進行状況などにより時間は当日に多少変動する可能性がございます。時間に余裕を持って行動してください。

12:00～13:55

14:25～16:20



出場順 県名 高校名 チーム名 読み方
本番

予定時間

1 東京都 都立三田高等学校 Enchant エンチャント

2 神奈川県 横須賀市立横須賀総合高等学校 Vibes Crew ヴァイブス　クルー

3 東京都 都立小山台高等学校 TEDDY WINGS テディ　ウィングス

4 埼玉県 さいたま市立大宮北高等学校 NO DOUBT ノーダウト

5 東京都 都立八王子東高等学校 有志B ユウシビー

6 千葉県 千葉明徳高等学校 Popcorn ポップコーン

7 千葉県 茂原北陵高等学校 ＠n Known アン　ノーン

8 東京都 都立小山台高等学校 TEDDY　CANDLE テディ　キャンドル

9 東京都 都立八王子東高等学校 有志B　Jr. ユウシビー　ジュニア

10 東京都 都立富士森高等学校 Fujimori　A フジモリ　エー

11 埼玉県 さいたま市立大宮北高等学校 UNITE ユナイト

12 神奈川県 横浜市立金沢高等学校 Zippers ジッパーズ

13 千葉県 千葉明徳高等学校 Mister ミスター

14 千葉県 茂原北陵高等学校 PIECE ピース

15 東京都 都立富士森高等学校 Fujimori　B フジモリ　ビー

16 東京都 都立荒川商業高等学校 ASD☆ エーエスディ

17 神奈川県 桐光学園高等学校 テトラ テトラ

18 埼玉県 浦和学院高等学校 Red Glitter team G レッド　グリッター　チーム　ジー

19 埼玉県 県立川越南高等学校 CLAN クラン

20 東京都 都立井草高等学校 IGnition イグニション

21 埼玉県 山村国際高等学校 GOLD　☆　Wings ゴールド　ウィングス

22 神奈川県 桐光学園高等学校 BAMF バンフ

23 埼玉県 浦和学院高等学校 Red Glitter team U レッド　グリッター　チーム　ユー

24 東京都 錦城高等学校 infinity インフィニティ

25 東京都 広尾学園高等学校 U-Keys ユーキーズ

26 埼玉県 さいたま市立大宮西高等学校 ARANEUM アラーネウム

27 千葉県 県立松戸六実高等学校 株式会社youth カブシキガイシャ　ユース

28 神奈川県 県立川崎北高等学校 Crawl Up クロール　アップ

29 東京都 都立清瀬高等学校 Axis アクシス

30 東京都 錦城高等学校 KBZ ケービーゼット

31 埼玉県 聖望学園高等学校 SCREAMERS スクリーマーズ

32 埼玉県 さいたま市立大宮西高等学校 Thumbs-Up サムズ　アップ

33 東京都 都立清瀬高等学校 Sanchez サンチェス

34 神奈川県 県立川崎北高等学校 D.SP ディーエスピー

35 神奈川県 県立小田原高等学校 BREMEN ブレーメン

36 東京都 都立竹早高等学校 TDC ティーディーシー

37 千葉県 県立松戸六実高等学校 saAｓｈ スワッシュ

38 東京都 蒲田女子高等学校 Grick ジリック

39 神奈川県 高木学園女子高等学校 STRUGGLE!! ストラグル!!

40 東京都 桜美林高等学校 Cheer Ragazza チアー　ラガッツァ

41 東京都 小野学園女子高等学校 Cheeky❤Sisters チーキー　シスターズ

42 東京都 蒲田女子高等学校 UNION ユニオン

43 千葉県 柏市立柏高等学校 ビス子 ビスコ

44 東京都 都立八潮高等学校 YDC ワイディーシー

45 千葉県 我孫子二階堂高等学校 ABND エービーエヌディー

46 東京都 都立墨田川高等学校 SUMIDANCE☆ スミダンス

47 東京都 都立翔陽高等学校 Peek-A-Boo ピーク　ア　ブー

48 東京都 武蔵野女子学院高等学校 by ６ バイ　シックス

49 東京都 文化学園大学杉並高等学校 文大杉並Spirit ブンダイスギナミスピリット

50 東京都 トキワ松学園高等学校 喜怒哀楽 キドアイラク

51 東京都 都立町田総合高等学校 MD2 エム　ディー　ツー

52 東京都 成立学園高等学校 shout シャウト

第１8回 高校生ダンスコンテスト -DANCE IN MOTION 2016 summer-タイムテーブル　平成28年7月17日（日）

休憩

休憩

出演辞退により順番は変動する可能性がございます。また、当日の進行状況などにより時間は当日に多少変動する可能性がございます。時間に余裕を持って行動してください。

16:50～17:25

12:00～13:55

14:25～16:20


