
学校名 テ　ー　マ 時間 人数 顧　　問

八村　果林

大平　萌奈

二宮　朝雲　稲垣　今泉　菊池真　木下 西岡  めぐみ

近藤　武嶋　土手　中居　林　藤井　　　

兵頭　佳央理

森　恵美子

谷口　みち佳

矢野　祥江

東　雅子

二神　美智子

ﾏｯｶｰｼｰ　香奈

伊達　敦

伊藤　梨多

　東　晃美　

細谷　茉以

三倉　悠美子

安部　未来子

尾崎　彩子

成松　奈美

仙波　由紀

村上　ゆう子

伊藤　架音

柏木　由加子

藤原　直子

兵頭　靖子

二宮　光

藤岡 里佐

山下　聡真

野間　るみ子

乃万　紋

木田めぐみ

五味むつみ

島田　みちる

忽那　有起

都築　果林

尾崎　笑弥木村  田中  西村  松中  宮本  毛利  

山内  山田  横山

創作ダンス 　(令和5年度）　　　　　　令和5年6月4日（日）　開場13:00　開演 13:30～16:30　　会場  愛媛県県民文化会館　

19 宇和島東 祭祀
幸への切なる祈り
永遠なる森羅万象の揺らぎに捧げる慰めと鎮魂
天に躍り地に伏す舞は鼓動のいざない

3'56 15

戎  石山  大塚  島瀨  清水  木下

眞鍋遙　真鍋友　山中　（高山　錦田）

18 松山聖陵 PUMP IT UP！ 気合いを入れろ！心の奥底にある炎を燃やせ！
私たちが音となり、今この一瞬に込めて…解き放つ！

2'05 11

久保　朝來　岡本　門脇　亀岡　北岡

高須賀　髙田　松尾　横矢　好村

島村  髙野  高山  武田  中田  西原

安永  横井  渡邉（中矢  中西  吉岡）

17 三島 SPY 敵の組織に乗り込み機密情報を掴み取る。
誰にも知られることなく試練を乗り越えて

4'00 15

篠原　石川湖　石川真　貝沼　合田　篠原

高橋　田中　永野　野村　平石　松林

渡部　池田　井上　上田　大熊　大西

大屋敷　尾澤　柏野　白石　福本　前橋

右﨑　山口　横山　(宇都宮　高橋　髙本)

16 松山中央 冥
め い

晦
か い

暗澹
あ ん た ん

たる暗闇
く ら や み

の中
な か

からもがき出
で

ようとするけれども… 4'00 15

飛地  岡﨑  柿原  川西  川本  篠山

15 松山北
人が集まったときに生じる特殊な心理状態。
その心理は、人間を集団へ導いていく。
真の私はどこへ･･･。

4'00 15集団心理

12 新田 UP BEAT Let's enjoy together! 2'28 10

飯﨑　赤瀬　川本　林　平尾　藤田

森田　山本　吉田媛　𠮷田り

11 松山東 麗
～儚く散る玉環～

国中を魅了した楊貴妃。
しかし権力は人を狂わせる。
傲慢な彼女を慕う侍女の心は次第に憎悪に満ちていく。

4'00 15

笠井　生野　梶野　酒井　重松姫　神野

杉原　田房　原田　藤原　森　森貞

山口　山根　和田（佐々木　重松志　山田）

神田　桂　北野　佐伯　濱田　早野　

森松

10 西条 声なき声
無関心を装う物言わぬ多数派。
他者に随従する彼等は、脆弱なのか強暴なのか。
――これは、私たちの「声」。

4'00 11

髙橋　秋山　尾上　高津　河野　小寺

9 済美平成 Office　Lady
職場で働きづらさを感じる女性は多い。
それでも負けずに今日も働く。

4'00 7

白石　前川　森　渡部　渡邉

（稲田　上田　阪田）

8 松山東雲 1950's 女性が輝き増し始めたあの時代をもう一度。
今日も私たちは音楽とともに。

3'55 5

渡部　大口　大野　金沢　丹

7 新居浜東
「飛んで火に入る」

しかなくても
 - 速水御舟「炎舞」-

闇夜に広がる幽玄な炎。
熱気に纏われ、我が身を焦がしながらも、
限りある「生」を全うする。

4'00 11

小野　一色　伊藤　鎌倉　神山　谷岡亜

谷岡未　中村　藤井　藤田　宮久保

大川　相原　阿部　石倉　井手　刑部

工藤　篠原　白石　友田　西村　檜垣

水野　（宇佐美）

村上　岩田　小田　越智　川井　川本　

甘中 　長井　早川 　藤本　森　八倉

山下　吉川　

6 東温 霜花
フロストフラワー

厳冬期の湖に美しい結晶の花が咲く。
幾つかの厳しい条件を満たし咲いた花は、
脆く、儚いものだった。

4'00 9

山下　宇都宮　川渕　久保　黒住　坪内

5 松山西 galaxy
－幾何学的宇宙空間ー

万物のはじまり、ビッグバン　
広漠たる宇宙の根源に存在する　
潜在的な幾何学的宇宙空間を展開します。

4'00 14

福田　松本　渡邊

15

2 済美 大航海時代　
～ポルトガル「発見の記念碑(モニュメント)」より～

新大陸を求め冒険者は大海原へ挑む。
そこは嵐、遭難、苦難の数々。
やがて羅針盤の発明により一筋の希望が。

4'00 15

4 今治西 青き叫び
～天まで届け～

幸福と平和の象徴とされる青。
戦争では誰も幸せになれない。
希望の見えない明日に向かい私達は叫び続ける。

4'00 13

黒河　石田　大西　越智　季羽　佐伯

沢野　繁平　清家　月原　德島　中本

濱岡　松下　宮崎（上松　水本）

表　現　内　容 選　　手　　(　補　欠　）

1 新居浜西 道化師の涙　
～閉ざされた心～

今日も私は演じ続ける。
私の輝ける場所はここだけだから…
「さぁ、素敵な舞台の幕開けです。」

4'00 15

佐々木　天野　越智　小野　國光 河野　

後藤　小早川　髙橋　德永　村上凪　森本

山内　好井　渡部　(川上 小島 村上と）

三瀬　吉川羽　𠮷川優（菊池莉 髙橋 中津）

14 松山南 吟遊詩人
ト ル バ ド ゥ ー ル

私は紡ぐ。音を、歌を、言葉を、そして心を。
たとえ、混乱する世界の中で、音楽が身を潜めたとして
も。

4'00 15

藤田　東　大喜田　大野　川崎　曽我部　

中村　西原　萩野　堀本　森岡　山内　

山下　結城　吉田　（川端　竹口　栁田）

13 今治北 金子みすゞ「露」 花がほろりと泣いたこと、蜂の耳に届いたら、
優しさをまとった蜂たちは、蜜を返しにゆくでしょう。

4'00 15

岡本　青野　阿部　安部　池田　宇都宮

沖　二宮　平塚　村上　森田果　森田萌

八木　山本　𠮷田（大川　平野　山田）

3 八幡浜 人生は夢だらけ
この世にあって欲しい物　愛して欲しい人　
実感したいこと　それは私の人生　
誰のものでもない　この人生は夢だらけ

4'00


