
ドラドラ 2021 FINALIST のみなさんへ

「町田おどり場建設プレゼンツ ダンスコンテストドラドラ 2021」 の各予選で FINALIST に輝いたみなさま、

改めましておめでとうございます。

FINAL に向けた詳細・注意事項などを記載しましたので必ずお読みください。

よろしくお願いいたします。

タイムテーブルは HP に掲載済みです。
＜出演順決定方法＞
①予選通過順位の数字の大きい方から
②同じ順位の場合予選の遅い方から

撮影ＯＫ
フラッシュは禁止です。

三脚は周りの迷惑に
ならないように

して下さい

出演順
事前に発表します
希望は受け付け

られません
リハーサル

リハーサル・場当たり
はできません。
ごめんなさい…

引率・先生
引率者・振付の

先生でも入場料を
いただきます

出演者
ファイナリストは

参加費 ( 運営協力費 )
をいただきます

再入場ＯＫ
リストバンドまたは

スタンプが
必要になります

観覧の方
受付で入場料を

お支払いください。
小学生未満は

無料です。 審査結果
総評・得点表を

後日おどり場 HP に
掲載します

コメント
終了後に審査員に

コメントを聞きに行く
ことはご遠慮

ください

できません ( ごめんなさい…)

リハーサル（場当たり）必ず以下の時間内に受付をすませてください。
出演者受付開始～参加する部門の開始１時間前

※開場の際、出演者とお客様は一緒にご入場できます。

※受付で音源を提出してください。

タイムテーブルは HP に掲載
若干の変更があり得ますのでマメにチェックしてください。

町田おどり場建設ＨＰ
http://odoribakensetsu.com

休憩時間等ステージがあいている時間に床の滑り具合や場ミリを

確認する程度でお願いします。  ※どん帳が下りていてもステージ

確認できる場合がありますのでスタッフにお声がけください。

当日受付で提出してください。

音源に不備があると出演できなくなる可能性があります。
十分にご注意ください。
ＣＤに「チーム名」「音先／板付」を書いてください。
作品以外の音は入れず１TRACK にまとめてください。
念のため予備音源をスマホなどにご用意ください。

音源は
ＣＤ

作品
時間

チーム部門　 ３分以内
ソロ部門　 １分半以内
過ぎた場合は失格となります。

音源・作品

タイムテーブル（出演順）

受付・リハーサル

質問が多い 9 つのこと

タイムテーブルは HP に掲載
若干の変更があり得ますのでマメにチェックしてください。

町田おどり場建設ＨＰ
http://odoribakensetsu.com

この度は「ポジティ部 vol.14 ～最終回スペシャル～」 にエントリーしていただきありがとうございます。

詳細・必要な事柄・注意事項などを記載しましたので必ずお読みください。よろしくお願いいたします。

ポジティ部は東日本大震災復興支援活動団体あいうえおと
町田おどり場建設のコラボ企画として運営しています。

受付・リハーサル

■受付開始時間～出番の１時間前に会場受付に起こしください。
　会場：橋本 HK ラウンジ 6F
　受付は代表者のみでもかまいません。

■リハーサルの時間は設けていません。
　ステージがあいている時間に各自でお願いします。

受付で必要なもの

■音源 (CD)

■元気なあいさつ♪

ポジティ部 vol.14 ～最終回スペシャル～
参加者のみなさんへ

撮影ＯＫ
三脚はまわりの迷惑に

ならないよう
ご注意ください

音源
CDです。予備に
CDや iPod などを
ご用意ください。

リハーサル
リハーサルの時間は

ありません。
ごめんなさい…

引率・先生
引率者・振付の
先生でも入場料を
いただきます

出演者
出演者は入場料

不要で入場できます

再入場ＯＫ
リストバンドまたは

スタンプが
必要になります

はじめにお伝えしておきたい９つのこと

前売チケット
前売チケットはなく
受付で入場料を
お支払いください

練習
練習場所が非常に
限られてしまいます。
ご注意ください。

利益
イベントの利益は全額
活動資金として活用

いたします。

「あいうえおのトークショー」という復興支援活動や東北の状況を報告するポジティ部の
メインコンテンツがあります。ぜひご覧ください！！

音源・作品

当日受付時に提出してください。
音源に不備があると出演できなくなる場合があります。
十分にご注意ください。

ＣＤに「チーム名」「音先／板付」を書いてください。
作品以外の音は入れず１TRACK にまとめてください。
念のため i Pod など予備音源をご用意ください。

音源は
ＣＤ

作品
時間

３～５分程度におさめて
もらえると助かります。
※超える場合はご相談ください。

タイムテーブル（出演順）

タイムテーブル ( 出演順 ) は本番１週間～
10 日前に町田おどり場建設 HP に
掲載予定です。

その後本番数日前まで変更の可能性があります。
お手数ですがちょこちょこご覧ください。



参加費・入場料

会場・ステージ

■ステージはだいたい 横幅７ｍ× 奥行５ｍ です。
■袖がありません。
■基本的に
　上手入り ( 手前の階段から )
　上手はけ ( ステージ裏をまわる ) 
　でお願いします。
　作品上決まっている場合はどちらでもかまいません。

出演者控室

■出演者控室①（７階）
→荷物を置くなどしてご利用ください。
→貴重品の管理は自己責任でお願いします。
※密を避けるため、出番が終わったらなるべく荷物を
　片付けて持ち歩くようにしてください。
■出演者控室②
→練習にご利用ください。
→７階出演者控室①が混雑しているとき以外ここに荷物を
　置かないようにしてください。

出演者控室②　練習可能

ステージ
約７ｍ× 約５ｍ

PA
MC

受付

喫煙所
エレベ
ーター

HK ラウンジ
見取り図

バー
カウンター

外階段

７階へ
（出演者控室①）

出演者控室②　練習可能

近隣での練習はできません…( 汗 )
エレ
ベー
ター

６階会場へ

駐車場
ここでの練習も禁止です !!

展示

出番前待機場所
マスク置き場
出番前待機場所
マスク置き場

×

参加費￥2,000

→掛け持ち割引…￥1,000 引き
　掛け持ちで参加の場合、２チーム目以降の参加費が￥1,000 になります。

→ダンス部割引…￥1,000 引き
　中学・高校ダンス部は参加費が￥1,000 になります。

※別途入場料は不要です。

座席はありません。床に直接お座りいただきます。

三密をさけるため、５組程度ごとに客席内の前後の入れ替え・
10 組程度ごとに休憩を入れます。

入場料￥2,000

→連日観覧割引…￥1,000 引き
　２日とも参加または観覧される方は２日間のうち一方が￥1,000 になります。

　<DAY1 参加または観覧＋DAY2 観覧の方 >
　　→DAY1 でお渡ししたリストバンドを DAY2 の入場時に受付でお見せ
　　いただければ割引が適用されます。
　　( 手からはずし切れていても大丈夫です )
　<DAY1 観覧＋DAY2 参加の方 >
　　→DAY1 ご入場の際に DAY2 参加チーム名を受付で教えていただければ
　　割引が適用されます。
　　( その際にお名前を控えさせていただく場合があります )

→ダンス部引率割引…無料
　中学・高校ダンス部は１団体につき１名、引率の先生またはコーチのみ
　無料でご入場いただけます。
　事前にご連絡または当日受付でお伝えください。

参加費

物販

入場料

受付

あいうえお T シャツ販売します。

金額￥2,000・サイズ S/M/L/XL
　レペゼン女川グラフィティアーティストであり
　震災当時から地元女川の避難所に物資を届けて
　まわり、現在は各所に描き続ける D-BONS へ
　アーティスト支援として販売枚数 ×￥500 を
　寄付します。

Designed By D-BONS

ビル前を含め近隣での練習はできません。
徒歩５分圏内での練習行為はご遠慮ください。
クレームが入るとイベントの中心など重大な事態につながる場合があります。
どうかご理解ください。



■スタッフのマスク着用・検温・消毒の徹底
■MC・参加者・来場者へのマスク着用・検温・消毒のお願い
■会場受付で検温・各所に消毒スプレーの設置
■５組程度ごとに客席内の前後の入れ替え・10組程度ごとに休憩など
　人の密集の回避

新型コロナ対策

■パフォーマンス中以外はマスクを必ず着用してください。
■発熱など体調に不安がある方はお休み・キャンセルをお願いします。
■受付での検温・会場内での除菌消毒にご協力ください。
■パフォーマンス中の声援はご遠慮ください。拍手で応援しましょう。
■客席内の入れ替えをお願いすることが多々あると思いますが
　ご協力ください。

ご協力ください

■進行状況によりタイムテーブルの時間が前後する場合があります。ご自身や保護者の方の行動は余裕をもっておいてください。
■貴重品や荷物、体調、ケガなどは主催側・会場側では責任をもてませんので自己責任でお願いします。
■会場内では他のチーム・ダンサーも使いやすいように必要以上に荷物を広げない、自分で出したゴミは持ち帰るなど協力し合いましょう。
□エントリーの際にいただいた個人情報は町田おどり場建設・あいうえおが責任をもって管理いたします。
□当日写真撮影をいたします。撮影した写真は SNSなど町田おどり場建設およびあいうえおに関するものに使用いたしますが、撮影や使用に
　支障がある場合はお手数ですが町田おどり場建設までご連絡ください。

町田おどり場建設

町田おどり場建設 検索

web instagram

新型コロナウイルス感染拡大防止策

お問い合わせ・最新情報

ご注意ください

■ポジティ部の利益は全額復興支援活動に活用します！！

　ポジティ部は震災を風化させないために情報発信として開催してきましたが、もうひとつ目的があります。
東北のために何かしたいけどなかなかできることがない…という人達のために、ポジティ部に参加する・見に来ることで
復興支援に参加してもらいたいと考えています。その思いを背負い、イベントの利益全額を東北支援に活用します。

■あいうえおのトークショー

　東日本大震災復興支援団体あいうえおの活動報告と東北で見て聞いて感じたことを報告する時間です。
震災のことを風化させないために、みなさんにあの日のことを考えてもらうきっかけを作るために行っています。

■あいうえおの展示ブース

　過去の活動や東北の状況をまとめた手づくり感満載の展示ブースを設置します。１１年・２４回分にもなるとスペースの関係で
全ては置けないかもしれませんが…ぜひご覧ください！！

ポジティ部のコンセプト・コンテンツ

あいうえお

あいうえお　復興支援 検索

web
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