
日本予選動画　
https://youtu.be/qyeKUmiG5nY

世界大会動画
https://youtu.be/O9NxFrrQwdE

突撃!ナマイキTV’KHB東日本放送’で後日B-CREW放送予定(LA同行取材)突撃!ナマイキTV’KHB東日本放送’で後日B-CREW放送予定(LA同行取材)

WOD【ワールドオブダンス】全世界50都市で予選が開催され、
その決勝大会が今年8月にロサンゼルスにて開催されました。
B-crew【ビークルー】に多くのご支援、ご協賛、誠に有難うご
ざいました。日本代表チームとして初チャレンジ出来たのも、
皆様方のご協力の賜物と、一同大変感謝しております。
被災地から子どもたちのパワーを全世界に発信するという願い、
世界大会の様子や世界のダンサーとの触れあいを報告書にまと
めました。引き続きご支援、賜りますようお願い申し上げます。
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 WOD B-CREW WOD活動報告 WOD B-CREW WOD活動報告 

・渡米日時
     →2019年7月24日(水)出国～8月1日(木)帰国
・目的
     →ワールドオブダンスWOD-CHAMPIONSHIP出場のため
・場所
     →本番会場/THE GROVE OF ANAHEIM ザ・グローブオブアナハイム
　→リハーサル会場/WEST COAST STUDIO ウエストコーストスタジオ
　→WS会場/THE DOUBLETREE BY HILTON ザ・ダブルツリーヒルトン
　→宿泊場所/RAMADA COSTA MESA NEWPORT BEACH ラマダホテル
・WOD出場メンバー
      髙橋 遥/小藤 咲良/福島 美緒/吉田 歩夢/三輪 里果子/
      小田 紗千/佐藤 乃愛/目黒 玖玲愛/高橋 ひより/
      星 天愛来/遠藤 大輔/髙橋 咲陽/北川 莉緒 

 

  

LA

B-CREWが日本代表チームとして以下
の通り世界大会に出場して参りました。

で毎年開催の世界中のダンサーが憧れるダンスのオリンピック!

名取を中心に宮城沿岸部メンバーで構成されるダンスチーム

宮城名取で活動する東北屈指のチーム
として各種メディアでも紹介されました！！

※2019/4/21WORLD CHAMPIONSHIP行きを決めた際の写真  

  

県内初の大人数クルーB-CREW を2013 年に結成。
さらにその年に大人数クルーの日本一を決める最高峰
のコンテスト『legend TOKYO』東日本予選で見事東
日本代表に選出される。毎年メンバーチェンジをし優
れたダンサー育成に力を注いでいる。
コーチ（TOMOMI＆HARU）
■YOUTUBE 動画
『Legend Tokyo Chapter.3』「BIG UP!!」
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日本代表として世界大会に出場するのは宮城県勢初!!

●B-crew日本代表メンバー

髙橋 遥 ：多賀城出身
小藤 咲良 ：名取出身
福島 美緒 ：亘理出身
吉田 歩夢 ：仙台出身
三輪 里果子 ：気仙沼出身
小田 紗千 ：名取出身
佐藤 乃愛 ：仙台出身
目黒 玖玲愛 ：角田出身
高橋 ひより ：名取出身
星 天愛来 ：大河原出身
遠藤 大輔 ：角田出身
髙橋 咲陽 ：石巻出身
北川 莉緒 ：仙台出身   

震災後もダンスで地元
を盛り上げるB-crew！！
被災地、宮城から今夏
世界の舞台へ！

WOD B-CREW 日本予選の様子 WOD B-CREW 日本予選の様子 

TOMOMI：名取出身



WOD世界大会の様子① WOD世界大会の様子① 

■世界大会の様子

■LAでの移動の様子

■ほとんど初海外の子たちで長い長い旅路でした。

■日本や世界の一流ダンサーと交流も出来ました。

■ 7月24日(水)日本出発
出演・同行者合わせて23名。KHB様の密着取材有。羽田空港(13名)
・成田空港(10名)より出国。LAX到着後14:00バスにて、ホテルへ移動。

■ 7月25日(木)リハーサル
①12:30～15:00 リハーサル。
現地での練習は、この一回のみの為、大変貴重な時間でした。
家族と離れて初めての練習で、リハーサル前は不安な様子が見られましたが、
いざ音を流すと13名全員の集中力が高まり、有意義な練習ができました。

②17:00～18:30
99CENT SHOPにて買出。現地最初の買い物となりました。
ここでは、日用品・お土産を購入。本番前の緊張が高まる
中で、リラックスできる貴重な時間を過ごしました。

③19:30～本番前
B-crewミーティング。翌日のJr CHAMPIONSHIP決勝へ向けて、ホテル１室
へ集まり最終会議。4/21(日)日本埼玉での予選から、約３ヶ月を振り返りながら、
改めてBCREWのダンスを、全力で出し尽くすと士気を高め合いました。

■ 7月26日(金) Jr FINAL CHAMPIONSHIPS 出場
①いざWOD世界大会（Result世界第11位：大健闘）
世界各地から予選を勝ち上がった、16国35チーム参加の、Jr部門決勝大会に
B-crew13名が出場しました。35チーム中、結果は11位。TOP10のチームのみが、
28日のALL CHAMPIONSHIPに出場できる権利を得るため、あと僅かという、
結果は大変悔しいものとなりました。
35チーム全て個性的で、国を代表するダンス・表現が多く、ダンス表現に対する
平等で柔軟な評価が印象的でした。スタンディングオーベーション、歓声が多い事も、
審査基準の一部となるため、本番踊りながら会場と一体となる感覚は、大変貴重な
経験となりました。言葉に置き換えることができない、生の歓声と観覧者のスタンデ
ィングオーベーション光景は、Bcrew13名の脳裏に焼付きました。
＜Jr CHAMPIONSHIPS　出場国＞
ロシア/日本/ 香港/スペイン/イタリア/ウクライナ/パナマ/台湾/フィリピン/インドネシア
/カナダ/メキシコ/アメリカ合衆国/フランス/スイス/ベルギー

②USA TEAM CHAMPIONSHIPS観覧
WOD前日予選大会。アメリカ本土出身チームのみ出場。18歳以上を含むTEAM部門
の前日最終予選を観覧。14チーム中トップ5が、翌日の決勝に進出となるため、全チー
ムの緊迫感に圧倒されました。本番前の１秒も無駄にしない様な各国チームの一体
感とチームワークがとても印象的でした。
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WOD世界大会の様子② WOD世界大会の様子② 

■フリータイム・LAでの様子

■現地のダンススタジオ

■ご協賛Tシャツで皆様と共に戦ってきました。■ 7月27日(土) TEAM FINAL CHAMPIONSHIPS観覧
世界各地から予選を勝ち上がった、12国33チーム参加の、TEAM部門決勝大会を観覧。
Jrメンバーが多いB-crewは、今回がJr部門で挑戦できるのが、最後の可能性もあります。
TEAM部門は、年齢制限無しの18歳以上(Jr含む)チームということで、体もダンスもダイナ
ミックな表現が多く、圧巻のパフォーマンスに13名が歓喜しました。
来年度は、B-crewメンバーに18歳以上のメンバーが含まれ、挑戦するのはTEAM部門と
なる可能性が高いため、とても刺激になる観覧となりました。年齢制限無しという、子供～
成人での大人数ダンスは、『表現』方法が無限である可能性を感じると共に、今以上に明白
なテーマやダンス表現を創りあげる事の重要性を感じました。動画ではない、本場アメリカ
・ロサンゼルス会場での観覧は、現在のB-crewの実力評価を得るだけでなく、来年度へ向
けてのスタート準備となる目標も得ることができました。
＜TEAM　CHAMPIONSHIPS　出場国＞
日本/ 香港/スペイン/イタリア/パナマ/台湾/インドネシア/カナダ/アメリカ合衆国/フランス/スイス/ドイツ

■ 7月28日(日) Jr/TEAM ALL CHAMPIONSHIP観覧
2019年度Jr・TEAM部門においてTOP10を勝ち取った20TEAMによる最終決戦を観覧。
世界のTOP20TEAMは、音・ダンス・衣装全てにおいて同じものは無く、オリジナリテイーに
溢れるものばかりで、見る人を惹きつけ、生きる力・勇気を与えるよな作品が多く、全20TEAM
が予選を遥かに越えるダンスでした。印象的だったのは、多くのTEAMが予選と内容を変えて
いたこと。たった一日で、衣装の細部を変え、見せ場となるダンスの一部を変えて決勝で披露
する姿は圧巻であり、世界一への強い志を感じました。
そして、何より日本TEAMの強さを実感。優勝・準優勝だけでなく、Best Costume賞までも、
日本代表TEAMが勝ち取るという結果は、B-crew全員の勇気と強い目標になりました。
ダンス表現という方法を通して、自分達の大切にする想いや自国を伝え、世界は平等であり
尊敬しあうべきものだという、大きな大きな学びを得ることができました。

■ 7月29日(月)･30日(火) 
　WOD-ワークショップ参加 ＆フリータイム
２日間８名によるワークショップが開催。
＜インストラクター＞
YASBELLE CAPITULE / SEAN LOW / SASHA SHERMAN / DYTTOKAELYNN HARRIS 
/ BONNIE / MELVIN TIMTIM / ALEXANDER CHUNG
ジャンルが異なるため、B-crewメンバーは各々に合ったワークショップに参加し、自分の得意
なダンスは磨き、不得意分野にチャレンジする姿勢も見られました。
日本でのワークショップでは味わえない、大勢の世界各国のダンサーと共にダンスを学び楽し
む貴重な経験となりました。言葉の壁を感じつつも、ダンスでコミニュケーションを取る事がで
きるという、体感は今後のダンス表現の上で欠かせない強味になると感じました。

■7月31日(水) LA出国～日本帰国＜8月1日(木)＞
出演・同行者合わせて23名。出国と同様、羽田(13名)・成田(10名)へ帰国。



B-CREWお問合せ先B-CREWお問合せ先

〒981-1227 宮城県名取市杜せきのした５丁目２０－３ 
コーナン PRO名取店２Ｆ（STUDIO BRIGHT 内） TEL/FAX　 022-748-6274

MAIL　 info@studiobright.jp

●お問合せ先

●2020年世界大会に向けてB-CREWは始動いたしました。今後とも変わらぬご支援を賜りますよう
　よろしくお願いいたします

B-crew 後援会　担当：小野寺

■ B-CREW 協賛企業,団体個人一覧
多くの企業個人様にご協力を頂きました。
本当にありがとうございました。

協賛会社一覧※順不同協賛会社一覧※順不同


