Shibuya StreetDance Week 2015
Shibuya StreetDance Week（SSDW）
は1年に1回、11月の勤労感謝の日を中心とした週末に開催する、渋谷を拠点にした国内最
大規模のストリートダンスの祭典です。初めての開催となる今回は、11月22日
（日）
、23日
（月・祝）
の2日間、表現者（ダンサー）、参加者
（オーディエンス）、舞台（ステージ）
を繋ぐことを目指し、世界最高水準のダンサー陣による特別舞台公演、体験型イベント、世界的に活
躍するダンサーをはじめとした異分野の表現者によるパネルディスカッションなどを、渋谷を舞台に展開します。多くのプログラムが無
料で、見て楽しむだけではなく、実際に参加することによって、
ダンスを通じて人と繋がったり、学んだり、表現する力を身につけることが
できます。子供から大人まで、幅広い層の方々にストリートダンスを身近に感じていただける多彩なプログラムをご用意しています。
また、本事業を通して、
ストリートダンスの世界で国際的に活躍できる人材の発掘と育成を図ります。
ぜひお楽しみください。

開催日時及び開催地
2015（平成27）年11月22日
（日）
代々木公園（野外ステージ・ケヤキ並木・イベント広場）
HARLEM
2015（平成27）年11月23日
（月・祝）
渋谷文化総合センター大和田 さくらホール

CONTENTS
参加プログラム
※全てのプログラムは参加費無料
SDW CONTEST

代々木公園 野外ステージ | 2015年11月22日
（日）| 10:00〜16:00
高校ダンス部を対象に、柔軟な発想と共同作業が必要となるチーム型のストリートダンスコンテストを通じて、次世代のルーキーの育成・発掘を目的として実施。
また、連携団体やプロダンサーによるゲストパフォーマンスも実施。
【参加校】
さいたま市立大宮北高等学校 / 浦和学院高等学校 / 群馬県立安中総合学園高等学校 / 東京都立荒川商業高等学校 / 埼玉県立大宮東高等学校
二松学舎大学付属高等学校 / 東京立正高等学校 / 東京都立葛飾野高等学校 / 宝仙学園高等学校女子部 / 神奈川県立大和西高等学校 / 東京都立竹早高等学校
神奈川県立鎌倉高等学校 / 学校法人日本体育大学日体荏原高等学校 / 東京都立上野高等学校 / 東京都立清瀬高等学校 / 東野高等学校
東京都立武蔵村山高等学校 / 高木学園女子高等学校 / 日本工業大学駒場高等学校
【ゲスト出演者】
LOVE JUNX / DANCE X / mamastreet / SOCIAL WORKEEERZ / 関東大学学生ダンス連盟Σ(シグマ)
SHOWGUN / s**t kingz / SAM+KOJI+PInO+KATSUMI+GENKI+SHOGO+YOSHIYUKI
【審査員】
shoji（s**t kingz）
下山雅也（国際交流基金アジアセンター部長）
今野真理子（アーツカウンシル東京企画室企画助成課 シニア・プログラムオフィサー）
井上肇（株式会社パルコ 執行役）
【総合司会】
IMAGINE
BATTLE PARK

代々木公園 ケヤキ並木 | 2015年11月22日
（日）| 11:00〜17:00
次世代のストリートダンサーによる白熱ジャンル別ソロバトルイベント。
ジャンル：HIPHOP、HOUSE、BREAK、ALL STYLES
【審査員】
HIPHOP：KENTO(S.T.O)、Yusei（D-BLAST / KING OF SWAG）
HOUSE ：SHUHO(TOKYO FOOTWORKZ)、TAIKI (TERM-INAL)
BREAK：SUV（NAT）、BBOY キムタク(1987SWAG)
ALL STYLES：Twiggz（SKJ / Twiggz Fam)、RYUICHI (バファリンとリュウイチ)
【DJ】HIROKING、TAKKY、
TMYK 【MC】
だーよし

LECTURE SOPT

代々木公園 イベント広場 | 2015年11月22日
（日）| 10:00〜11:00 / 12:30〜13:30 / 15:00〜16:00
ビギナーからキッズ・シニアまでダンスに挑戦！プロダンサーによる無料の青空ダンス教室。
＜ジャンル＞ キッズ・シニア向けワークショップ / 初心者・一般向けワークショップ
10:00-11:00 キッズ・シニア （講師：UNO）
12:30-13:30
15:00-16:00

初心者・一般向け
（講師：SORI）
初心者・一般向け
（講師：AKIHIRO）

DANCE WITH music

代々木公園 野外ステージまわり | 2015年11月22日
（日）| 10:00〜17:00 ※3回予定
三浦大知によるSSDWテーマソング
「music」
のオリジナル振付を覚えて当日開場で踊ろう！

対話プログラム
※全てのプログラムは参加費無料

TALK SPOT

代々木公園 イベント広場 | 2015年11月22日
（日）| ①11:30〜12:30 / ②14:00〜15:00
ストリートダンスの過去、現在、未来の可能性を様々な視点から話し、知り、学ぶ、異分野の表現者による対談。
①11:30-12:30

第1部 ストリートダンス文化の創造と発信の未来
パネラー：長谷部健（渋谷区長）
SAM（ダンサー／TRF）

三好勝則[アーツカウンシル
（東京公益財団法人東京都歴史文化財団）機構長]
②14:00-15:00

第2部 コミュニケーションツールとしてのストリートダンスが持つ魅力や可能性
パネラー：堀江治喜（Sound Cream Steppers）
岡本和隆（東京学芸大こども未来研究所外部研究員）
吉岡憲彦（国際交流基金アジアセンター文化事業チーム長補佐）
モデレーター：AKIKO/上野暁子（LAST TRAIN GETTER）

COMMUNICATION BOOTH

代々木公園 イベント広場 | 2015年11月22日
（日）| 11:00〜16:00
ストリートダンスの社会的な役割を紹介。
ストリートダンスを教育や社会奉仕活動に取り入れている団体や団体参加者と触れ合い、直接話を聞くことができます。
ストリートダンスを活用した様々な社会的な取り組みを学んだり、実際に活動に参加するきっかけづくりを提供します。

鑑賞プログラム
SSDW night 〜immix〜

HARLEM | 2015年11月22日
（日）| 18:00〜20:00（開場17:00）
入場料：一般 3,000円、学生 2,000円
世界屈指レベルの実力派ストリートダンサーを、異なるジャンル同士で組み合わせること
（immix）
によって生み出される本イベント向けの特別クラブショーケース
【出演者】
Chii X 静香 | MASAMI X YOUTEE X REIMI | NOPPO X McGee | S.A.S X 7DOWN8UPPER | YORI X つとむ X 啓 X HILOMU X Loo-Ty | 松田尚子 X Seishiro
零（Kelo & Atsushi & Yusei）X PURI X Too X MAYAKA | TATSU X HERO | SODEEP
東京ゲゲゲイ | AZUR-D-BOYZ | ZiGSO | KING OF HOUSE | REAL HOT SUN | HATABOY | アカバネアサキミウ | 他

A Frame

渋谷区文化総合センター大和田 さくらホール | 2015年11月23日
（月・祝）| ①14:00〜 / ②18:00〜
入場料：一般 3,000円 学生 2,000円
スーパーキッズとして一世を風靡し、国内外のバトル・コンテストで次々と強豪を倒す90年代生まれのダンサーによる次世代ユニット
「The90sJPN(ザナインティーズジャパン)」
に、
同じく90年代生まれで、東南アジアから選抜されたダンサーが加わって、
「The90sASIA」
を結成。
14日間にわたる東京での創作期間を経て生み出された舞台作品が、世界で初めて渋谷にて披露される。
演出は、国内外から注目されるダンスクルー、s**t kingzのメンバーとして活躍するだけでなく、洗練された作品を生み出すコレオグラファーとしても注目され、高い表現力とダンス・センスを兼ね備える
エンターテイナーのoguri、
ジャネット・ジャクソンの公演でも振付を手掛け、唯一無二の個性と表現力で、
ダンサーとしての確固たる地位を確立し、世界中からオファーの耐えない
Jillian Meyers（ジリアン・メイヤーズ）、海外でも精力的に公演をこなし、学ラン姿が印象的な人気ダンスカンパニー「コンドルズ」
のメンバーで、
演劇とダンス界で最も注目を集める若手クリエイターとして、振付家、演出家、俳優として多才な活躍を見せるスズキ拓朗の３名がタッグを組む。
出演は、世界大会での優勝経験を持ち、
その名を世界にとどろかせるBBOY、TAISUKE。TAISUKEとともに、
「The Floorriorz」
のメンバーとして日本を代表するBBOYのKATSUYA、YU-YA。
数々のコンテストで入賞し、振付師としても評価の高い情熱的なダンサーのRuu。世界大会チャンピオン、
ワックダンスの申し子のIBUKI。
ヒップホップとハウスを武器に世界タイトルを持つKAZANE。
RUSHBALLほか、様々なコンテストやバトルで名を馳せるKYOKA。数々のコンテストで優勝し、独自のヒップホップスタイルを追及するyouki。
世界のバトルでも好成績を残し、最も日本で注目されている若手No.1クランパーのKTR。大分を拠点に世界でも活躍し、
グルーヴで観るものを魅了させるSAKI。
東南アジア選抜として、
インドネシアからSaltとMAMiQ、
ベトナムからMaitinhvi、
マレーシアからPeach PaulineとTE DOUBLE D Y̲TEDDY、
フィリピンからZyro Santosが参加。
【出演者】
The90sASIA（ザナインティーズアジア）
TAISUKE / KATSUYA / YU-YA / Ruu / IBUKI / KAZANE / KYOKA / youki / KTR / SAKI
Salt(インドネシア / Indonesia) / MAMiQ (インドネシア / Indonesia) / Maitinhvi(ベトナム / Vietnam )
Peach Pauline (マレーシア / Malaysia) / TE DOUBLE D Y̲TEDDY (マレーシア / Malaysia) / Zyro Santos (フィリピン / The Philippines)
東野高等学校（フロントアクト）
【演出】
oguri（s**t kingz）
Jillian Meyers
スズキ拓朗

SSDW総来場者数

約13,500人（延べ）

（内訳：代々木公園 約12,500人、HARKEM 316人、大和田ホール 739人）

主催
国際交流基金アジアセンター
アーツカウンシル東京（公益財団法人東京都歴史文化財団）
株式会社パルコ
共催
渋谷区
助成・協力
東京都
後援
公益財団法人東京都公園協会
特別協力
東京急行電鉄株式会社
協力
渋谷公園通商店街振興組合、商店街振興組合原宿表参道欅会
特定非営利活動法人東京学芸大こども未来研究所
協賛
株式会社グローイングトゥギャザー（リファイン渋谷店）、CAMURO DANCE STUDIO、En Dance Studio
HANEDA ENTERTAINMENT STUDIO、Pleasure Garage Group、SOUL AND MOTION DANCE STUDIO、STUDIO A-Sh
企画・制作
株式会社パルコ

