
 

洗足学園音楽大学 

ダンスコース 学生創作公演 
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2022 年 2 月 19 日（土） 

昼公演 14：00 開演 13：45 開場 

夜公演 17：30 開演 17：15 開場 

ブラックホール 1階 ビッグマウス 

 

主催：洗足学園音楽大学・大学院 

  



第１部 

 

1 Ladies' Choice (JA) 

振付：桒原 あみ(学３) 山﨑 毬瑠(学３) 

出演：桒原 あみ(学３) 山﨑 毬瑠(学３)  

松山 由依(学３) 杉﨑 萌(学２)  

岩本 明日佳(学１) 川﨑 唯加(学１)  

加賀美 京芳(学１) 五十嵐 彩音(学１) 

 

2 So Tired of Waiting (メンズナンバー) 

振付：伊東 清矢(学３) 網井 雄大(学２) 

出演：伊東 清矢(学３) 南 龍臣(学３)  

網井 雄大(学２) 小松 悠太(学２)  

髙 遼太郎(学１) 

 

3 地獄タクシー （JB） 

振付：戸谷 怜愛(学３) 

出演：阿部 美咲(学４) 伊藤 央子(学４)  

佐々木 ひなの(学４) 延安 紀香（学４）  

髙橋 結衣（学３） 戸谷 怜愛(学３)  

山田 栞里(学３) 妹尾 真衣(学１)  

清水 夕伊妃(学１) 鈴木 美葵(学１)  

細山 麗(学１) 

 

4 Disney Easter Medley （T） 

振付：川口 圭依(学２) 長谷川 楓(学２) 

出演：川口 圭依(学２) 佐伯 扇那(学２) 

長谷川 楓(学２) 森野 晶(学２)  

大石 琴愛(学１) 北村 桃詩(学１)  

髙橋 玲衣奈(学１) 竹田 桃薫(学１) 

 

5 Integrate （SA） 

振付：南 龍臣(学３) 浅井 ひかる(学２)  

小松 悠太(学２) 梶浦 梨央(学１) 

出演：南 龍臣(学３) 浅井 ひかる(学２)  

小松 悠太(学２) 上坂 未来紀(学１)  

植松 真由(学１) 永井 彩花(学１) 

6 〇 (C) 

振付：清家 知奈(学３) 

出演：池ケ谷 優希(学３) 清家 知奈(学３) 

 

7 why do you love me (SB) 

振付：中桐 衣麻(学１) 

出演：井上 祐美子(学４) 獅子野 友子(学３)  

磯部 桃花(学２) 鷲見 乃ノ佳(学２) 

 

8 The Wind Forest (JA) 

振付：渡邊 花鈴(学４) 

出演：金尾 杏里(学４) 工藤 美那海(学４)  

松原 真綿(学４) 松本 有祐美(学４)  

米盛 有香(学４) 渡邊 花鈴(学４)  

岩本 萌花(学３) 桒原 あみ(学３)  

松山 由依(学３) 山﨑 毬瑠(学３)  

杉﨑 萌(学２) 米田 楓(学２)  

五十嵐 彩音(学１) 岩本 明日佳(学１)  

加賀美 京芳(学１) 川﨑 唯加(学１) 

 

9 Sunshine (SA) 

振付：小松 悠太(学２) 永井 彩花(学１) 

出演：南 龍臣(学３) 浅井 ひかる(学２)  

小松 悠太(学２) 上坂 未来紀(学１)  

植松 真由(学１) 永井 彩花(学１) 

 

10 All for One (T) 

振付：大石 琴愛(学１) 北村 桃詩(学１)  

髙橋 玲衣奈(学１) 竹田 桃薫(学１) 

出演：大石 琴愛(学１) 北村 桃詩(学１)  

髙橋 玲衣奈(学１) 竹田 桃薫(学１) 

 

 

 

 



11 Lone Digger (JA) 

振付：五十嵐 彩音(学１) 

出演：工藤 美那海(学４) 松本 有祐美(学４)  

米盛 有香(学４) 岩本 萌花(学３)  

山﨑 毬瑠(学３) 五十嵐 彩音(学１)  

川﨑 唯加(学１) 

 

12 正しくなれない (JB) 

振付：清水 夕伊妃(学１) 鈴木 美葵(学１)  

妹尾 真衣(学１) 名取 花音(学１)  

細山 麗(学１) 

出演：清水 夕伊妃(学１) 鈴木 美葵(学１)  

妹尾 真衣(学１) 細山 麗(学１) 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Dreamer (SB) 

振付：後藤 優莉奈(学４) 伊東 清矢(学３)  

磯部 桃花(学２) 奥田 茉穂(学１)  

髙 遼太郎(学１) 金 恒宇(学１) 

出演：井上 祐美子(学４) 伊東 清矢(学３)  

獅子野 友子(学３) 古山 栞帆(学３)  

磯部 桃花(学２) 鷲見 乃ノ佳(学２)  

奥田 茉穂(学１) 髙 遼太郎(学１)  

金 恒宇(学１) 黄 楚雲(学１) 

 

14 シネマ・イタリアーノ (JA) 

振付：松本 有祐美(学４) 

出演：金尾 杏里(学４) 工藤 美那海（学４）  

松原 真綿(学４) 松本 有祐美(学４)  

米盛 有香(学４) 渡邊 花鈴(学４)  

岩本 萌花(学３) 桒原 あみ(学３)  

松山 由依(学３) 山﨑 毬瑠(学３)  

杉﨑 萌(学２) 米田 楓(学２)  

五十嵐 彩音(学１) 岩本 明日佳(学１)  

加賀美 京芳(学１) 川﨑 唯加(学１)

第２部 

 

15 Falémé (C) 

振付：出口 稚子(学４) 

出演：入澤 ほのか(学４) 出口 稚子(学４)  

池ケ谷 優希(学３) 清家 知奈(学３)  

高曽根 杏美(学１) 

 

16 追い風 (JA) 

振付：岩本 萌花(学３) 

出演：金尾 杏里(学４) 松原 真綿(学４)  

岩本 萌花(学３) 杉﨑 萌(学２)  

米田 楓(学２) 五十嵐 彩音(学１) 

 

 

17 All You Wanna Do (T) 

振付：佐伯 扇那(学２) 山田 悠吏亜(学２) 

出演：川口 圭依(学２) 佐伯 扇那(学２)  

長谷川 楓(学２) 森野 晶(学２) 

 

18 WAVEBODY (SB) 

振付：井上 祐美子(学４) 鷲見 乃ノ佳(学２) 

出演：井上 祐美子(学４) 後藤 優莉奈(学４)  

伊東 清矢(学３) 獅子野 友子(学３)  

古山 栞帆(学３) 網井 雄大(学２)  

磯部 桃花(学２) 鷲見 乃ノ佳(学２)  

奥田 茉穂(学１) 髙 遼太郎(学１)  

金 恒宇(学１) 黄 楚雲(学１) 



19 Rock with you (SA) 

振付：植松 真由(学１) 

出演：南 龍臣(学３) 浅井 ひかる(学２)  

小松 悠太(学２) 上坂 未来紀(学１)  

植松 真由(学１) 永井 彩花(学１) 

 

20 M'story -DW- (JA) 

振付：松原 真綿(学４) 

出演：金尾 杏里(学４) 工藤 美那海(学４)  

松本 有祐美(学４) 松原 真綿(学４)  

米盛 有香(学４) 松山 由依(学３)  

米田 楓(学２) 岩本 明日佳(学１)  

川﨑 唯加(学１) 

 

21 cleanup (JB) 

振付：延安 紀香(学４) 

出演：阿部 美咲(学４) 伊藤 央子(学４)  

佐々木 ひなの(学４) 延安 紀香(学４) 

 

22 ここで息をして （SB） 

振付：古山 栞帆(学３) 

出演：井上 祐美子(学４) 後藤 優莉奈(学４)  

古山 栞帆(学３) 網井 雄大(学２)  

磯部 桃花(学２) 鷲見 乃ノ佳(学２)  

髙 遼太郎(学１) 

 

23 Film out (JB) 

振付：山田 栞里(学３) 

出演：髙橋 結衣(学３) 戸谷 怜愛(学３)  

山田 栞里(学３) 

 

24 At The Very Beginning (JA) 

振付：金尾 杏里(学４) 

出演：金尾 杏里(学４) 松本 有祐美(学４)  

渡邊 花鈴(学４) 岩本 萌花(学３)  

桒原 あみ（学３） 岩本 明日佳(学１)  

加賀美 京芳(学１) 

 

25 wave (C) 

振付：高曽根 杏美(学１) 

出演：高曽根 杏美(学１) 

 

26 FAKE LOVE/  (SA) 

振付：浅井 ひかる(学２) 上坂 未来紀(学１) 

出演：浅井 ひかる(学２) 上坂 未来紀(学１) 

植松 真由(学１) 永井 彩花(学１) 

 

27 The Magical Map (T) 

振付：髙橋 玲衣奈(学１) 

出演：川口 圭依(学２) 佐伯 扇那(学２)  

長谷川 楓(学２) 森野 晶(学２)  

大石 琴愛(学１) 北村 桃詩(学１)  

髙橋 玲衣奈(学１) 竹田 桃薫(学１) 

 

28 State of Mind (４年生ナンバー) 

振付：出口 稚子(学４) 

出演：阿部 美咲(学４) 伊藤 央子(学４)  

井上 祐美子(学４) 入澤 ほのか(学４)  

金尾 杏里(学４) 工藤 美那海(学４)  

佐々木 ひなの(学４) 出口 稚子(学４)  

延安 紀香(学４) 松原 真綿(学４)  

松本 有祐美(学４) 米盛 有香(学４)  

渡邊 花鈴(学４) 後藤 優莉奈(学４) 

 

29 フィナーレ Sing Sing Sing 

振付：前田 清実 

出演：全員 

 

 

 

ジャズダンス A クラス：JA 

ジャズダンス B クラス：JB 

ストリートダンス A クラス：SA 

ストリートダンス B クラス：SB 

テーマパークダンスクラス：T 

コンテンポラリーダンスクラス：C 



 

【ジャズダンス A クラス】 

担当教員：前田 清実 林 七重 米島 史子  

田之上 桃慧 

〈4 年〉金尾 杏里 工藤 美那海 松原 真綿  

松本 有祐美 米盛 有香 渡邊 花鈴  

〈3 年〉岩本 萌花 桒原 あみ 長谷川 優花  

松山 由依 山﨑 毬瑠 

〈2 年〉杉﨑 萌 米田 楓  

〈1 年〉五十嵐 彩音 岩本 明日佳 加賀美 京芳  

川﨑 唯加 佐藤 しおり 

 

【ジャズダンス B クラス】 

担当教員：舘形 比呂一 古賀 明美 平田 有美  

岩﨑 多賀子 八子 真寿美 

〈4 年〉阿部 美咲 伊藤 央子 佐々木 ひなの  

延安 紀香  

〈3 年〉髙橋 結衣 戸谷 怜愛 山田 栞里  

〈2 年〉廣瀬 真麻  

〈1 年〉清水 夕伊妃 鈴木 美葵 妹尾 真衣  

名取 花音 細山 麗 

 

【ストリートダンス A クラス】 

担当教員：ERIKA YuuKi Meg 

〈3 年〉南 龍臣  

〈2 年〉浅井 ひかる 小松 悠太  

〈1 年〉上坂 未来紀 植松 真由 梶浦 梨央  

永井 彩花   

 

【ストリートダンス B クラス】 

担当教員：TOMOMI TERARIE 内海 貴司 

〈4 年〉井上 祐美子 北村 佑里香 吉川 礼奈  李 文軒 

後藤 優莉奈  

〈3 年〉伊東 清矢  大野 理子 獅子野 友子  

古山 栞帆 山口 泰侑  

〈2 年〉網井 雄大 磯部 桃花 鷲見 乃ノ佳   

〈1 年〉奥田 茉穂 金 恒宇 黄 楚雲 髙 遼太郎   

中桐 衣麻 

【テーマパークダンス&ジャズダンスクラス】 

担当教員：河内 達弥 笠原 萌 吉川 哲朗 

〈4 年〉矢部 日向子  

〈2 年〉川口 圭依 小佐野 葉菜 佐伯 扇那 塩田 珠巳 

長谷川 楓 森野 晶 山田 悠吏亜  

〈1 年〉大石 琴愛 北村 桃詩 髙橋 玲衣奈  

竹田 桃薫 

 

【コンテンポラリーダンスクラス】 

担当教員：安藤 洋子 竹内春美 

〈4 年〉入澤 ほのか 出口 稚子  

〈3 年〉池ケ谷 優希 清家 知奈 本田 雅治  

〈1 年〉高曽根 杏美 

 

 

〔スタッフ〕 

舞台監督：八木 清市 

照明：岡田 勇輔 

音響：齋藤 粋生 

星野 亜美 

音楽・音響デザインコース学生 

音楽環境創造コース学生 

 

〔ダンスコース学生スタッフ〕 

舞台監督係：磯部 桃花 

照明係：森野 昌 山田 悠吏亜 

音響係：長谷川 楓 川口 圭依 

スケジュール管理係：佐伯 扇那 

衣装係：杉﨑 萌 小松 悠太 

会計係：米田 楓 網井 雄大 

広報係：浅井 ひかる 

 

https://www.senzoku.ac.jp/music/dance/

