
※ 時間は目安となりますので、前後する可能性がございます。
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TIME TIME

13:30:00

13:35:30

17:00:00

37 エルメス先生 サルサ アバナ・オンラインクラス/キューバンムーブメント&ペア

めい先生&
みか先生&

メルシー先生
レゲトン Salsabana Girls & Boys/レゲトン

はつき先生 ベリー アバナ・サハラ・オンラインクラス/
オリエンタルフュージョン旧振付チーム②

19:09:30

19:13:00

えみ先生 ベリー サハラ/ドラムソロEbru振付WBF2016ver34 えみこ先生 サルサ アバナ・サハラ/サルサペア15:28:00 19:02:30

35 Reinabana 3515:31:30 19:06:00

34

はつき先生 ベリー アバナ・サハラ/オリエンタル(初中級)旧振付チーム②33 めい先生＆
メルシー先生

レゲトン アバナ・サハラ・オンラインクラス/レゲトン旧振付15:25:00 18:59:0033

はつき先生&
メルシー先生

アバナ・サハラ・オンラインクラス/
バーレスクダンス&ヒールダンスMIX

32 ゆうか先生 ベリー
岡崎校(木)・知立カルチャーセンター(土)/
オリエンタル旧振付

3215:19:30 18:56:00

31 メルシー先生 アバナ・オンラインクラス/バチャータレディーススタイリング31 ゆうか先生 ベリー
アバナ・サハラ・オンラインクラス
/トライバルフュージョン新振付

15:16:30 18:52:30

ゆうか先生 ベリー アバナ・サハラ・オンラインクラス/
メジャンセJulia振付チーム②

30 えみ先生 ベリー 清洲カルチャーセンター(木)①/オリエンタル旧振付 3015:13:00 18:49:00

29 あさみ先生 サルサ
サハラ・オンラインクラス
/サルサレディーススタイルSalsabana振付

29 めい先生 ベリー 長久手校①・NASサンマルシェ(火)・大垣中日文化センター
/オリエンタル旧振付

15:09:30 18:43:30

メルシー先生 アバナ・サハラ/バーレスクダンス28 ゆうか先生 ベリー アバナ・サハラ・オンラインクラス/初中級(ドラムソロ) 2815:06:00 18:40:30

27 KIMKIM先生 ジャズ サハラ/ジャズダンス27 あさみ先生 ベリー アバナ・サハラ・オンラインクラス/ラテンフュージョン新振付15:02:30 18:37:00

25 はつき先生 ベリー アバナ・サハラ/初級旧振付(メジャンセ)14:54:30

14:58:00

18:30:00

18:33:30

ベリー
アバナ・サハラ・オンラインクラス/
オリエンタルフュージョン新振付チーム②

23 アバナ・サハラ・オンラインクラス/
オリエンタル(初中級)Part.2チーム②

26 SaharaLayla 26 SaharaLayla Sisters/オリエンタルフュージョン振付

25 SaharaLayla Sisters/オリエンタル振付

14:42:00

14:47:00

14:50:30 18:26:3024 はつき先生

はつき先生 ベリー キッズベリーダンス/ジプシーフュージョン 22

24 はつき先生 ベリー
アバナ・サハラ・オンラインクラス/バラディJulia振付
火(昼)チーム

アバナ・サハラ・オンラインクラス/
オリエンタル(初中級)Part.1チーム②

23 めい先生 ベリー アバナ・長久手校②・オンラインクラス/バラディMarta振付

22

あさみ先生 ベリー18:21:00

21 ゆうか先生 ベリー サハラ・オンラインクラス/初級(シャービー)チーム②21 ゆうか先生 ベリー アバナ・サハラ/ベール&メジャンセAlida振付14:39:00 18:18:00

20 はつき先生 ベリー
アバナ・サハラ・オンラインクラス/バラディJulia振付
月(夜)チーム

ベリー サハラ・清州カルチャーセンター(木)振付クラス
/オリエンタルAmar振付2019ver

19 えみ先生18:10:30

18:14:0020 はつき先生 ベリー
アバナ・サハラ・オンラインクラス/
オリエンタルフュージョン新振付チーム①

19 あさみ先生&
えり先生

ベリー 清洲カルチャーセンター(月)・蟹江カルチャーセンター・
犬山中日文化センター/オリエンタル

14:32:30

14:35:30

18 あさみ先生 サルサ アバナ/サルサペア18 めい先生
&ゆの先生

ベリー 長久手校①・春日井校・NASサンマルシェ(火)・
大垣中日文化センター/オリエンタル

14:29:00 18:07:30

17 メルシー先生 サルサ アバナ・オンラインクラス/ルンバ

ベリー アバナ・サハラ・オンラインクラス/ジプシーフュージョン16 はつき先生17:58:00

18:04:0017 あさひ先生 ジャズ サハラ/ジャズダンス

16 あさみ先生 サルサ グンゼスポーツmozoワンダーシティ(土)/
サルサムーブメント

14:22:30

14:25:30

15 めい先生 ベリー 長久手校②/オリエンタル旧振付

14 Salsabana17:51:00

17:54:3015 はつき先生
アバナ・サハラ・オンラインクラス/ヒールダンス
旧振付チーム①

14 めい先生&
ゆうか先生

サルサ
アバナ・サハラ・岡崎校・オンラインクラス
/サルサムーブメント

14:14:00

14:19:00

13
めい先生&
みか先生&

メルシー先生
レゲトン アバナ・サハラ・オンラインクラス/レゲトン新振付

ベリー
知立カルチャー(水)①・一宮中日文化センター/
オリエンタル

12 メルシー先生17:44:00

17:47:3013 メルシー先生 ベリー サハラ/フラメンコフュージョン

12 ゆうか先生 ベリー アバナ・サハラ/オリエンタル(初中級)旧振付(水)夜チーム14:07:30

14:10:30

11 はつき先生 アバナ・サハラ・オンラインクラス/ヒールダンス
旧振付チーム②

11 はつき先生 ベリー キッズベリーダンス/オリエンタル 17:40:30

10 アバナ・サハラ・オンラインクラス/
オリエンタル(初中級)Part.2チーム①

10 あさみ先生 ベリー アバナ・サハラ・オンラインクラス/ラテンフュージョン旧振付

9 はつき先生 ベリー
アバナ・サハラ・オンラインクラス/
ストリートシャービーJelila振付

9

あさみ先生 ベリー

アバナ・サハラ・オンラインクラス/
オリエンタル(初中級)Part.1チーム①

17:31:00

17:37:00

えみこ先生 サルサ 近鉄文化サロン四日市/サルサペア8 はつき先生 ベリー アバナ・サハラ/オリエンタル(初中級)旧振付チーム① 8 17:28:00

7 ゆうか先生
&あさみ先生

ベリー 岡崎校・知立カルチャーセンター(土)/サイディ振付7 ゆうか先生 ベリー アバナ・サハラ/オリエンタル(初中級)旧振付(土)昼チーム 17:25:00

13:49:00 はつき先生 ベリー
サハラ・オンラインクラス/トライバルフュージョン
WBF2021ver.

6 あさみ先生 ベリー 犬山中日文化センター/オリエンタル旧振付 6 17:22:00

5 ゆうか先生 ベリー サハラ・オンラインクラス/初級(シャービー)チーム①5 ゆうか先生 ベリー アバナ・サハラ・オンラインクラス/
メジャンセJulia振付チーム①

17:19:00

ゆうか先生 ベリー
アバナ・サハラ・オンラインクラス
/トライバルフュージョン旧振付

4 えみ先生 ベリー
サハラ・清州カルチャーセンター(木)振付クラス
/オリエンタルAlida振付

4 17:16:00

えみ先生 ベリー
清洲カルチャーセンター(木)①・日進市スポーツセンター
/ベール＆オリエンタル

17:12:30

栄中日文化センター/サルサペアえみこ先生 サルサ17:09:00

3 えみこ先生 サルサ 毎日文化センター・レディヤン春日井/サルサペア

アバナ・サハラ・オンラインクラス/
オリエンタルフュージョン旧振付チーム①

2

3

1 FURULLA 1 SaharaLayla共演チーム

2 はつき先生 ベリー

No インストラクター ジャンル クラス

Nagoya Dance Festival 2021出演プログラム
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No インストラクター ジャンル クラス


