
ダンスDEクイズ川柳賞
以下の皆様が当選されました！おめでとうございます！

（順不同・敬称略）※ダンスDEクイズ正解者の中から、川柳賞を選出しております。

※商品は4月末までに発送致します。商品が到着しない場合は事務局までご連絡ください。

川柳 お名前 都道府県 賞 商品

アワードで　しみじみ感じる　子の成長 荘司　明子 東京都 MWM賞 東京ディズニーリゾートワンデーパスポート

LOVE it！　ダンスをおどる　楽しさが 大張　妃美佳 埼玉県 アノマリー賞 DANCE ALIVE HERO'sペアチケット

いままでの　努力がつまった　１分半 佐藤　美蘭乃 東京都 スターワークス賞 ストール・スヌード

発表会　ディズニー目の前　行きたいナ 米永　未空 東京都 スターワークス賞 ストール・スヌード

仲間との　ラストダンスは　忘れない 可知　玉緒 東京都 スターワークス賞 ストール・スヌード

笑顔みて　産まれてくれて　ありがとう 林　なつみ 埼玉県 和田商店賞 明宝ハム

春雨も　笑顔の舞台で　どこへやら♪ 佐藤　美保乃 東京都 和田商店賞 明宝ハム

待ちわびた　春の舞台で　花開く 小澤　志道 神奈川県 和田商店賞 明宝ハム

年に一度の　大舞台　楽しいな 猪俣　美子 千葉県 オリム賞 タオルマフラー

発表会　出演するたび　うまくなる！ 三浦　純子 東京都 オリム賞 タオルマフラー

舞浜に　下り立つだけで　気分上げ 西面　真紀 東京都 オリム賞 タオルマフラー

雨空に　負けない笑顔　晴ればれと 池田　美和 東京都 オリム賞 タオルマフラー

発表会　みんなの心も　躍ってる 河合　祐子 群馬県 オリム賞 タオルマフラー

母走る　年に１度の　子のために 渡辺　なつは 東京都 学研賞 絵本

ステージで　輝く自分を　見つめてる 田野　美津希 東京都 学研賞 絵本

れんしゅうを　きちんとすれば　せいかでる 可知　夏希 東京都 学研賞 絵本

発表会　みんなと一緒に　応援 星野　元 神奈川県 学研賞 絵本

ケバブ屋に　見向きもしない　子供たち 宮澤　悠 神奈川県 学研賞 絵本

わたしたち　１１人で　輝こう！ 菅　伊織 東京都 クリスチャンモロージャパン賞 オリジナルシュシュ

発表会　練習よりも　イイかんじ 小林　美結 神奈川県 クリスチャンモロージャパン賞 オリジナルシュシュ

着替えたら　アップもできず　えっ本番？ 浅岡　真莉奈 東京都 クリスチャンモロージャパン賞 オリジナルシュシュ

帰り道　花火が祝福　ありがとう 泉　舞衣奈 埼玉県 クリスチャンモロージャパン賞 オリジナルシュシュ

発表会　笑顔の魔法　かかる場所 泉　美衣奈 埼玉県 クリスチャンモロージャパン賞 オリジナルシュシュ

高校生　楽屋が広くて　大騒ぎ 西面　実結 東京都 サンリオピューロランド賞 サンリオオリジナルグッズ

初舞台　ドキドキワクワク　眠れない 吉澤　桃代 東京都 サンリオピューロランド賞 サンリオオリジナルグッズ

大勢で　ダンスをおどると　たのしいな 済田　葉菜 神奈川県 サンリオピューロランド賞 サンリオオリジナルグッズ

SED　楽しかった　一日だ 済田　快晴 神奈川県 サンリオピューロランド賞 サンリオオリジナルグッズ

発表会　楽しくげんき　がんばろう 荒井　未来 神奈川県 サンリオピューロランド賞 サンリオオリジナルグッズ

舞浜で　声援もらい　舞う我が子 松本　友里 神奈川県 中央軒煎餅賞 煎餅詰め合わせ

イキイキと　踊る姿が　まぶしいな 済田　麻弓 神奈川県 中央軒煎餅賞 煎餅詰め合わせ

ステージで　輝く笑顔が　太陽だ 鹿取　昭宏 東京都 中央軒煎餅賞 煎餅詰め合わせ

発表会　汗と努力の　集大成 大塚　宜輝 東京都 中央軒煎餅賞 煎餅詰め合わせ

今までの　親の気持ちが　わかる時 濱園　郁美 東京都 中央軒煎餅賞 煎餅詰め合わせ

雨の中　みんなでやった　発表会 安田　翔 神奈川県 ボディーアートジャパン賞 ウェア各種

発表会　みんなと一緒に　頑張った 小野　歩夢 神奈川県 ボディーアートジャパン賞 ウェア各種

感動の　余韻が残る　いつまでも 佐藤　雅美 東京都 ボディーアートジャパン賞 ウェア各種

幸せは　ダンスとともに　やってくる 佐藤　由美子 東京都 ボディーアートジャパン賞 ウェア各種

さあ踊ろう　大人も子供も　LOVE it！ 中田　留美子 東京都 ボディーアートジャパン賞 ウェア各種

おどる前　みんなでいっしょに　ハイタッチ 吉澤　心美 東京都 チャコット賞 オリジナル巾着

発表会　全力だして　頑張った！ 有馬　愛結 神奈川県 チャコット賞 オリジナル巾着

雨の中　輝く場所は　ココにある 中川　望 東京都 チャコット賞 オリジナル巾着

大舞台　楽しく踊って　思い出に 松尾　悠子 東京都 チャコット賞 オリジナル巾着

今年から　美結だけ参加　さびしいな。 徳野　桂子 埼玉県 チャコット賞 オリジナル巾着

発表会　またおどりたい　来年も 中島　綾香 東京都 チャコット賞 オリジナル巾着

キラキラと　心も笑顔も　きらめいた☆ 宮島　果音 群馬県 フィットベル賞 Ｔシャツ

発表会　緊張したけど　頑張った 三浦　菜月 東京都 フィットベル賞 Ｔシャツ

発表会　チームみんなで　がんばろう！ 樋口　愛菜 東京都 フィットベル賞 Ｔシャツ
刺激受け　さっそく練習　ピコ太郎 美馬　いろは　 東京都 フィットベル賞 Ｔシャツ
KBI　走って笑って　また来年 丸谷　治子 神奈川県 フィットベル賞 Ｔシャツ
ダンスをね　笑顔でずっと　踊れたよ 長沼　理子 東京都 フィットベル賞 Ｔシャツ
今年こそ　娘に負けず　チアダンス 美馬　蒼 東京都 ギムニク賞 ソフトジム
ニコニコの　笑顔に元気　もらったよ 樋口　優誠 東京都 ギムニク賞 ソフトジム
私みて　張り切る我が子　誇らしい 小磯　久美子 東京都 ギムニク賞 ソフトジム
発表会　笑顔いっぱい　すてきだな 萩原　さおり 東京都 ギムニク賞 ソフトジム
緊張も　終われば吹き飛ぶ　発表会 河合　翔 群馬県 ギムニク賞 ソフトジム
新春の　ダンスに誓う　来年も 小磯　淳一郎 東京都 ギムニク賞 ソフトジム
最高の　笑顔で花を　咲かせよう 増田　りさこ 群馬県 ギムニク賞 ソフトジム
楽屋席　行ったりきたり　いい運動 泉　裕美 埼玉県 ギムニク賞 ソフトジム
キラキラと　まぶしい笑顔　ありがとう 樋口　弥生 東京都 ギムニク賞 ソフトジム
いつまでも　心に残る　発表会 吉野　紀子 東京都 ギムニク賞 ソフトジム


