
2012年　11月24日（土）　25日（日）　＠ウィンクあいち

開場　17：30 開場　15：45 開場　18：45
開演　18:00 開演　16：15 開演　19：15

曲順 ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ名 レッスン会場 曲順 ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ名 レッスン会場 曲順 ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ名 レッスン会場

1 みか先生 サハラ中級・新（ファンベール）（チーム①） 1 じゅんこ先生 サハラ中級（ドラムソロ） 1 はつき先生 アバナ中級・新（ｼﾞﾌﾟｼｰ）（チーム②）

2 はつき先生 アバナ中級・旧 2 ゆうか先生 サハラ中級・アバナ初中級・サハラ初級・旧 2 みか先生 アバナドラムソロ
3 ダリア先生 高蔵寺・朝日 3 ゆみ先生 スイープ旧 3 ゆい先生 ペアーレ
4 まき先生 アバナ中級・旧 4 ダリア先生 アバナ＆サハラ中級・新（チーム②） 4 じゅんこ先生 四日市②・GEO・コムズ
5 えみこ先生 レディアン・毎日 5 ゆうか先生 知立②・豊田② 5 ダリア先生 アバナ&サハラ初級・旧
6 AMI先生 パンキング&ジャズヒップホップ 6 タイス先生 セントラル岡崎・小牧・アスティ大府 6 じゅんこ先生 スイープ夜②+昼
7 ダリア先生 コムズ・Vトピア・アスティ本部・八田・NAS・いなす 7 はつき＆ゆうか＆はな先生合同 7 まき先生 アバナ初級・旧
8 はつき先生 アバナ初級・新 8 じゅんこ先生 サハラ初級・新 8 ゆい先生 松阪・入門初級
9 タイス先生 サルサ文化スポクラ合同 9 みか先生 アバナ初級・新（チーム②） 9 みか先生 アバナ中級・新（キャンドル＆ベール）（チーム②）

10 ゆい先生 桃花台② 10 みか先生 清洲①・毎日① 10 じゅんこ先生 四日市①・ペアーレ
11 ゆみ先生 サハラ中級（アサヤ） 11 ゆい先生 松阪ベール 11 ゆうか先生 犬山・岐阜・パシフィック
12 えみこ先生 アバナサルサ 12 ダリア先生 アバナ&サハラ初級・新（チーム①） 12 じゅんこ先生 スイープ夜③
13 ダリア先生 アバナ＆サハラ中級・旧 13 みか先生 サハラ初級・新 13 ゆい先生 アバナ中級・新（ウイング）
14 みか先生　 パシフィック・ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ・瀬戸 14 ネリベ先生 アサヤ 14 ダリア先生 アバナ＆サハラ中級・新（チーム①）

15 ゆい先生 アバナ初級・旧 15 みか先生 清洲②・毎日② 15 ゆい＆はつき先生 サハラ中級
16 えみこ先生 栄中日 16 ゆい先生 サハラ初級 16 ゆい先生 松阪・初中級
17 じゅんこ先生 レゲトン 17 はつき＆じゅんこ先生アバナトライバル（チーム②） 17 じゅんこ先生 スイープ夜①
18 みか先生 アバナ中級・旧 18 ゆうか先生 松阪初中級 18 ゆうか＆ゆみ先生 サハラ初級・新
19 えみこ先生 半田 19 みか先生 アバナ初級・旧 19 みか先生 アバナ初級・新（チーム①）

20 はつき先生 アバナ中級・新（ジプシー）（チーム①） 20 はつき先生 アバナジル 20 サハラレイラ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
21 みか先生 サハラ初級・旧 21 まき先生 アバナトライバル（チーム②） 21 ゆい先生 岐阜・一宮・ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ・桃花台①・朝日
22 KAYO先生 ジャズ 22 ゆうか先生 松阪入門初級 22 ゆい先生 アバナ初級・新
23 えみこ・タイス先生 コムズ 23 ゆみ先生 スイープ新 23 みか先生 サハラ中級・新（ファンベール）（チーム②）

24 ゆみ先生 大垣①・桑名②・豊田 24 ネリベ先生 アバナ初級 24 ゆうか先生 Vトピア・ペアーレ・豊橋②
25 ネリベ＆ロミ先生 サルサショースタイル 25 じゅんこ先生 サハラ初級・旧 25 ダリア先生 アバナ＆サハラ初級・新（チーム②）

26 ゆみ先生 サハラ初級・旧 26 みか先生 アバナ中級・新（キャンドル＆ベール）（チーム①） 26 はつき＆じゅんこ先生 アバナトライバル（チーム①）

27 じゅんこ先生 サルサムーブメント
28 はつき先生 清洲 *　以下のクラスは申込み人数が30人を超えた為２チームに分かれます。 *以下のクラスは都合により他チームとの合同となりました。

29 はつき先生 サハラ初級・新 　　申込みされた方はスタジオ受付にてチーム分けをご確認ください。 　ゆうか先生　　サハラ中級/アバナ初中級/サハラ初級・旧

30 ゆい先生 アバナ中級・旧 　みか先生　　　        サハラ中級・新（ファンベール） 　じゅんこ先生　スイープ昼/夜②

31 サハラレイラ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 　みか先生　             アバナ中級・新(キャンドル＆ベール)

32 みか先生 サハラ中級・旧 　みか先生　　          アバナ初級・新 *以下のクラスは都合によりなくなりました。

33 AYUMI先生 ヒップホップ 　　 　ダリア先生　　        　 アバナ＆サハラ初級・新 　はつき先生　アバナ初級・旧

34 ゆみ先生 大垣②桑名①・アスティ大府 　ダリア先生　　        アバナ＆サハラ中級・新 　はつき先生　サハラ初級・旧

35 ネリベ先生 NAS・パルコ・桑名・春日井 　はつき先生　　        アバナ中級・新（ジプシーフュージョン）

36 まき先生 アバナトライバル（チーム①） 　まき先生　　　　       アバナトライバル

24日（土） ２５(日)　１部 25日(日)　2部

2012　Hermes Dance Company Student's Show 曲順


