20．Mäne
振付 松崎えり
出演 山口裕美 堀越美保
田代夏花 福田つぐみ

≪

17:00 公演

≫

第53回埼玉全国舞踊コンクール 成人の部
第1位作品披露
21．クラシックバレエ部門

22.モダンダンス部門

バレエ 団ピッコロ

≪

13:00 公演

≫

第46回ステージ1 Hope賞 受賞者 作品披露

21．Stellar circulation
振付
出演
衣裳
作曲

工藤史皓
工藤史皓 田中朝子
武田晴子
竹本 仁

Volumetrix.jp powered by CRECENT
「魂魄」参加作品

工藤史皓 すゞきさよこダンスグループ
田中朝子 Co.山田うん すゞきさよこダンスグループ

白の組曲よりVa
古尾谷莉奈

ほつれていく世界のなかで
鈴木泰羽

第46回ステージ１ Performance賞
受賞者 作品披露

23．灯蛾
振付・出演 近藤みどり
衣裳 森荘太
窪内絹子モダンバレエスタジオ

22．見えなくなった星
振付 矢島茜
出演 佐藤未晏 荒井麻央
栗林咲菜 矢島茜
衣裳 マヤバレエ衣裳部
指導 原島マヤ
マヤバレエスタジオ
≪ お客様へのお願い ≫
彩の国さいたま芸術劇場利用のルールに従い、新型コロナウイルス
感染を予防し、安全に安心して公演をご覧いただけるよう、皆様の
ご理解とご協力をお願いいたします。
★会場内では常にマスクの着用をお願いいたします。
咳エチケットにもご協力ください。
★本公演にて感染者が確認された場合、来場者の氏名・連絡先
などを保健所などの公的機関に提出する場合があります。
★入退場時、お化粧室をお待ちの際などは周囲の方との距離を
１ｍ以上空けて、密集を避けてください。
★手洗いと手指消毒にご協力ください。
★出演者との楽屋でのご面会はできません。花束・プレゼントなど
はお預かりできませんのでご了承ください。
★客席内でのカメラ、ビデオ、スマートフォンなどによる録音、撮
影は一切禁止されています。
★スマートフォン、携帯電話などはスイッチをお切りください。

【主催】 埼玉県舞踊協会
【後援】 さいたま市 さいたま市教育委員会
【スタッフ】 照明：杉浦弘行
音響：井上寛文
舞台監督：森荘太 アナウンス：神﨑美和子
【制作】 谷乃梨絵 佐藤良寛 すゞきさよこ 北原弘子 伊藤一枝
【お問合せ先】
埼玉県舞踊協会 TEL 048(882)7530 (月・木10時～15時)
http://www.saitamaken-buyoukyokai.jp/
https://www.facebook.com/saitamakenbuyoukyokai/

≪ 埼玉県舞踊協会からのお知らせ ≫
【 第54回埼玉全国舞踊コンクール2022 】
埼玉県民芸術文化祭2022協賛
会場：埼玉会館 大ホール（JR浦和駅 西口）
クラシックバレエ・創作舞踊部門
7月24日(日)～7月29日(金）
モダンダンス部門
8月5日(金)～8月10日(水）

～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～
2023伸びゆく彩の国さいたまの子供達による

【 第55回バレエ・モダンダンスフェスティバル 】
【 埼玉全国舞踊 コンクール上位入賞者による
披露公演同時開催予定 】
2023年3月5日(日）埼玉会館 大ホール

～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～
【 コレオグラファーの目 vol.20 】
2023年 秋 開催予定
絶賛妄想中！！

～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～
【 ダンスセッション DanceSession 】
国際的に活躍する振付家を招聘し、彩の国さいたま芸術劇
場との提携により、埼玉県舞踊協会が総力を挙げて隔年で
開催している公演

ごあいさつ
本日はご来場頂きまして有難うございます。
昨年に続きコロナ禍での開催でありますが感染予防対策
等は万全にスタッフ、制作担当者はもとより、出演者の皆様
にも十分にご理解頂き無事開催出来ます事、深く感謝申し
上げます。
今回も創造力、表現力溢れる若き精鋭たちが集い個性豊
かな作品を発表致します。又前回Hope賞、Performance賞
を受賞の方々がどんな作品を上演なさるかご期待下さい。
どうぞ皆様最後までご高覧頂き温かい拍手をお願い致し
ます。残念なことに来年はホール改修工事の為、公演は一
年お休みとなります。改修工事終了後ステージワン再開の
折には今まで同様ご支援を頂きたく宜しくお願い致します。
ご後援、ご支援賜りましたさいたま市関係各位へ御礼申し
上げ開幕と致します。
埼玉県舞踊協会 会長
中村友美

４．街灯が放つ窮鼠

９．明日を追う

14．らせん

振付・出演 豊島愛菜

振付 鈴木泰羽
出演 荒木結心 星野由衣

振付 堀 和子
出演 齋木いちか 永井愛理亜
山本琉愛 加藤日和子

ステージワン３回目の参加で初めて
のソロ自作です。踊りを作ることに今
まで携わっていなかった私にとって、
とても良い経験になりました。
夜の街灯の下で鼠が動き回る「イメー
ジ」をひとつに作りました。
楽しんで頂けると嬉しいです。

細川初枝モダンバレエスタジオ

５．Get up
振付 矢島茜
出演 金森みずほ 清水綾乃
島田ひかり 矢島歩
根岸早苗 荒井麻央
栗林咲菜 金子穂夏
矢島茜
指導 原島マヤ
マヤバレエスタジオ

1.続・姉妹

６．「True Hues」

( 賞選考対象外作品 )
振付 ＭＯ姉妹
出演 小川麻里子 大橋美帆

振付・出演 内海佐紀
音楽提供 溝口巧也

＃姉妹#しっかり者の姉＃ちゃっかり
してる妹#バカな話はできるけど＃肝
心な事はなかなか言えない#.......
#幸せになるんだよ

谷乃梨絵モダンダンススタジオ

２． kupono

様々な肌の色、多様性、差別、戦
争、、、
様々な色があるからこそ生まれる悲劇
や葛藤。
その中で本当の色合い(自分らしさ)を
模索する様子を作品にしました。

カヨイチカワダンススタジオ

７．EXposed
振付 松崎えり
出演 田代夏花

バレエ団ピッコロ

705 + Dance Lab(西村葵）

堀 和子コメットバレエ

15．ここに 私はいる
10．夕まぐれ
振付 寺﨑ゆいこ
出演 寺﨑ゆいこ
狩野理香子 荒木祐那 渡邊ましろ

いつもとかわらぬ ゆうぐれである
あしたが なんのやくにもたたぬような
谷川俊太郎「ゆうぐれ」より抜粋

中村友美・上田仁美モダンバレエ

11.火の鳥イリュージョン
振付 和泉伽甫留
出演 柳澤 舞 大関菜々子
見澤奏海 戸塚菜雪
金子珠美
岡脇柚太加

振付 竹江みゆき
出演 渡邉栞那
衣裳 鳥海恒子
羽田モダンバレエ研究所

16．蜘蛛の糸
振付 横井伽歩
出演 石川彩歩 沖田麻桜
小峰珀良 門脇璃子
松隈美宮 横井伽歩
705 + Dance Lab(西村葵）

17．隣の芝生は青い
振付 松尾光華
出演 菅原直 松尾光華

12．クロスロード

島田美智子モダンバレエ研究所

振付 関口淳子
出演 青木花菜 古山礼菜
服部希香 菊池武晄
衣裳 川畑知春

18．フラメンコ

Studio Green

振付 清水理那
出演 松浦智 工藤史皓
野沢心南 清水理那
≪ 休憩 ≫

( 賞選考対象外作品 )
振付 アレキサンドル・ミーシュチン
出演 高橋利枝 佐藤麻弥
森 桃香 清水祐紀凪
内田亜美 青木彩香
佐藤バレエ

すゞきさよこダンスグループ

３．迷いの窓

８．ボヤキ、ボヤク、ひとりごと

振付 安立彩南
出演 安立彩南 安立夏美

振付・出演 白石葉月
衣裳 森荘太

初めての出演です。姉は音、妹は動
きで仏教の教えの「四苦八苦」を表現
します。

窪内絹子モダンバレエスタジオ

谷乃梨絵モダンダンススタジオ

13．お布団゜
振付 細川麻実子
出演 飛鳥井紀雄
「ひとごころの陰と陽 眩い光が照らす
その先…」
今回は2回目の参加です。
素敵な会場で踊れることに感謝してい
ます。

細川初枝モダンバレエスタジオ

19．Suppress
振付 鴻巣明史
（公財）スターダンサーズ・バレエ団
出演 熊木梨乃
衣装サポート 木村玲奈
小林和加枝に師事

