
【日 時】 令和４年３月２１日
第１部 １１：３０開演
第２部 １３：００開演

【会 場】 エルグ テニスコート

【主 催】 アーバンウェルネスクラブエルグ

第２回
エルグスタジオ

発表会



プログラム

発表会 第１部 スタート

１１：３０ 主催者挨拶・プログラム紹介
１１：３５ ①ジャズダンススクール
１１：４１ ②新体操スクール（月曜・木曜・金曜合同クラス）
１１：４４ ③ジャズダンス（大屋クラス）
１１：４７ ④バレエスクール（幼児・小学生クラス）
１１：５２ ⑤新体操スクール

（木曜低学年・高学年・金曜・月曜クラス）
１２：００ ⑥ヒップホップ（東 エルグクラス）
１２：０３ ⑦フラダンス
１２：１０ ⑧元気クラブスクール

（水曜・土曜ジュニア・水曜マスター合同クラス）
１２：２０ 写真撮影

発表会 第2部 スタート

１３：００ 主催者挨拶・プログラム紹介
１３：０５ ①K―POPダンススクール
１３：０８ ②チアダンススクール
１３：１１ ③ヒップホップ（YORI.ＢＲＯＷＮクラス）
１３：１４ ④ヒップホップ（東 エルグ・テクノクラス）
１３：１７ ⑤ヒップホップスクール

（キッズ・ジュニアヒップホップ 平田クラス）
１３：２４ ⑥ヒップホップ（中原クラス）
１３：２７ ⑦チアダンススクール
１３：３０ ⑧ヒップホップスクール（TERUYAクラス）
１３：３４ ⑨ヒップホップ il Jane（maki＆yayoi）
１３：３８ 写真撮影



本日発表させて頂く作品は、4月２４日に開催される「大ハンヤ」用に作り
ました。和とジャズダンスのティストを取り入れて、衣装や小道具でも楽しんで
頂けると嬉しいです。

～出演者～

赤﨑 柚花 栄 里美
坂元 里帆 月野 るり子
二宮 環 萩原 奈々
本坊 円明 松岡 千恵子
宮崎 愛子 村田 倫子
吉村 宏子



みんなの大好きなミッキーの曲に合わせて楽しく踊ります♬
新体操の基礎のバランスやジャンプや柔軟などを取り入れています。

全クラスのみんなで笑顔でがんばります！！

毎週月曜日 １７：４０～１８：４０
木曜日 １６：４５～１７：４５
木曜日 １７：５０～１８：５０
金曜日 １６：５０～１７：５０

～出演者～

石川 恵麻 岩原 春乃 梅ケ谷 智恵
川畑 愛理 児玉 雅 小松 麻里那
田川 心美 竹之内 優里 田中 ラニ
田中 カイ 鶴田 心美 出森 千尋
時田 侑里奈 德田 咲愛 德田 莉央
林 千代 平川 実咲 牧野 朱里
宮内 ひなた 安田 栞奈



毎週木曜日 １２：２５～１３：１５

～出演者～
岩重 和代 大磯 敏代
大迫 淑子 齊野 和子
辻 友子 林 ユミ子
櫁柑山 紀子

スタジオの雰囲気そのままに楽しくステージにのせて踊ります♬

毎週木曜日 １1：００～１１：５０

毎週楽しくレッスンしています。本日は「カプアウイ」と「イコナ」の
２曲を踊ります。ハワイの風をお楽しみ下さい。

～出演者～
岩重 和代 上園 久子
川元 香津代 鮫島 善子
寺園 久美代 服部 洋子
林 ユミ子 福島 美千代
梁井 明子 柳原 茂子



バレエスクール
毎週土曜日 １４：５０～１５：５０

１５：５０～１６：５０

幼児クラス かわいいひよこさん達が踊ります♬

小学生クラス きれいな音楽にのって、7名のミニバレリーナたちが踊ります

～出演者～

宇都 さくら子 宇都すみれ子
鹿倉 麻央 樫根 三奈
小出 杏奈 竹下 こむぎ
津田 瑠里 寺﨑 紗菜
長谷川 千夏 長谷川 利菜
山崎 笑瑚 山下 桃花



元気クラブ
毎週水曜日 １６：４５～１７：４５

この日のために一生懸命練習してきました。
参加できない子供たちの分まで精一杯頑張ります！
みなさん、応援よろしくお願いします♪

１７：５０～１８：５０

毎週土曜日 １７：００～１８：００

～出演者～

有園 愛子 伊東 虎汰
岩原 春乃 宇都 さくら子
宇都すみれ子 鹿倉 麻央
川畑 愛理 川西 春瑠
竹中 大志 春田 光彩
前迫 朝陽 上山 壱馨



Ｋ-ＰＯＰダンス
毎週水曜日

19：10～20:10

～出演者～

赤﨑 詩乃 足立 莉子 新留 華
江﨑 優衣 尾田原 美月 仮屋 美空
川畑 愛理 岸本 さゆり 栗脇 結衣穂
末永 心雪 髙江 亜弥子 玉利 凛羽
政 凜々花 中村 雪乃 中山 結心
松下 來白 室屋 心優 諸橋 心那
八木 音羽子 吉留 にこ

今回踊るk-popダンスは「step back」という曲です。
フォーメーションにも工夫したので可愛いk-popダンスを
どうぞ♡



チアダンス

～出演者～

赤﨑 詩乃
足立 莉子
有馬 奈美
有馬 萌衣
井之上 真由
栗脇 結衣穂
中村 千紘
中村 雪乃
中山 結心
新留 華
松元 りさ

毎週木曜日 16：40～17：40

スクールを開講してから4人で頑張ってきました。「明るく 元気に 美しく」
楽しく4名のチアリーダー達が踊ります♬

ＴＥＲＵＹＡ
ヒップホップ

土曜日 17：05～18：35（月6回）

日曜日 14：00～15：30（月１回）

16：10～17：40（月１回）

～出演者～

平瀬 結々 松山 奈歩子
山下 陽由 山下 桃花

基礎からしっかり学べるTERUYA先生の貴重なレッスン♪
新しいチームで楽しく踊ります♬



～出演者～

有川 真寿

安樂 皇我

川西 春瑠

清永 仁之介

竹中 大志

中村 真麻

キッズヒップホップ
ジュニアヒップホップ

毎週金曜日 １６：５０～１７：３５
１８：５５～１９：５５

ジュニアクラス、キッズクラス合同作品です。今回で最後の
メンバーも今回が初めてのメンバーも楽しんで踊ります♬

～出演者～

柿田 結

岸本 さゆり

後藤 菜々

小正 蓮

重田 珠優

野口 夕月

橋口 舞

福﨑 優芽

福永 千恵

宮永 琉衣



ヒップホップ
（エルグ東クラス）

毎週火曜日

１８：５０～１９：５０

～出演者～

岩崎 美恵子 永田 朋

肥後 きえ子 義久 晶子

みんなで一生懸命練習してきました。楽しんで踊ります♬

ヒップホップ
（エルグテクノ東クラス）

毎週土曜日

１８：５０～１９：５０

～出演者～

鈴木 知子 長野 泰代

二木 誠也 宮里 雪音

森 恒多 横山 麻里

六反 夏美

かっこよく、かつ女性らしく踊れるように練習してきました。
頑張ります♬



「できな～い！」と言いながらもみんなで楽しくレッスンしている
雰囲気をそのまま出せたらいいです。緊張に負けず楽しんでねー！！

ヒップホップ
ＹＯＲＩ.ＢＲＯＷＮ

毎週木曜日
１５：３０～１６：３０

～出演者～

有川 裕美 加治屋 洋一

下村 光子 辻 友子

二宮 環 野崎 真理

～出演者～

有川 裕美 上原 治美

大磯 敏代 下村 光子

杉木 有希 野崎 真理

林 ユミ子 松岡 千恵子

櫁柑山 紀子 宮崎 愛子

米盛 加代子

ヒップホップ
（中原クラス）

毎週金曜日
１３：３５～１４：３５

短期間での練習でしたが、7人で楽しく踊ります。披露できる機会
を作って下さって感謝致します。最高のステージにするぞー！！

「できな～い！」と言いながらもみんなで楽しくレッスンしている
雰囲気をそのまま出せたらいいです。緊張に負けず楽しんでねー！！



iｌ Jane
（maki＆yaｙoi）

短い時間で仕上げましたが楽しんで踊ります！！



アーバンウェルネスクラブエルグ
〒89２-０８３５
鹿児島之城南町７－８

TEL 099-227-0202


