
WOD【ワールドオブダンス】全世界50都市で開催される
世界最大のダンスコンテストに、地元名取で活動する、
B-crew【ビークルー】が日本代表チームに選出されまし
た。今回の趣旨にご賛同の上、ご協賛いただける企業・
個人様を募集しております。被災地から子どもたちの
パワーを全世界に発信して参りたいと存じますので、
是非ともご協賛、賜りますようお願い申し上げます。
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WOD -world of dance- とはWOD -world of dance- とは

　WOD【ワールドオブダンス】とは、全世界50都市で開催される世界最大のダン
スコンテストです。
　毎年夏にロサンゼルスで開催されるWORLD CHAMPIONSHIPには全世界から
厳しい予選を勝ち抜いた各国代表チームが集結します。
　WORLD CHAMPIONSHIPの出場権利の条件もオリンピックの採点基準と同様、
最高得点と最低得点を無効とし、残り３つの平均点数が80点を超えた場合のみ
WORLD CHAMPIONSHIPに出場権利が獲得できます。BEST３内に入っても、
80点を超えない場合は受賞と賞金のみとなります。WORLD CHAMPIONSHIPに
参加できるのは、BEST３内にて80点以上取った場合参加となります。BEST３に
入らない場合は、80点超えていても参加出来ません。上記の厳しい条件を満た
したチームのみが各国の代表チームとなります。
　World of Danceの出演者も豪華で、世界的人気アーティストジェニファー・ロペ
スやR＆Bシンガーのニーヨ、エミー賞受賞経験も持つ振付師デレク・ハフと豪華
キャストが審査を担当します。世界トップアーティストたちがダンスに対してリアク
ションやコメントする姿も見所の一つであります。

B-crew -ビークルー紹介- B-crew -ビークルー紹介- 

LA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
高橋 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！

TOMOMI：名取出身



WOD -B-crew渡米Schedule- WOD -B-crew渡米Schedule- 

開催日　 : 2019年 7月24日日本発　～　8月1日日本着
世界大会会場 : グローブ オブ アナハイム  City National Grove of Anaheim 
参加人数  :

 
B-crew大会メンバー13名 + 引率振付師  

渡航費用  : 日本ロサンゼルス間　TOTAL渡米費用　約25万 / 1名　※別途食事代・現地移動費
滞在ホテル  : ラマダ　ニューポート　ビーチホテル
参加部門  : 17歳以下のメンバー構成（ジュニアデビジョン部門）

※WOD大会運営サイド指定のWODツアー料金

ワールドオブダンスは大会だけでなく、LAの世界ワールドオブダンスは大会だけでなく、LAの世界
的ダンサーのレッスン受講や、世界の同世代ダン的ダンサーのレッスン受講や、世界の同世代ダン
サーとの文化交流の場にもなっております。サーとの文化交流の場にもなっております。

WOD ワールドオブダンスWOD ワールドオブダンス
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①Junior Finals　10 組

26 日に junior の BEST3 を争います。
そして BEST3 以外に TOP10 を決めます。

TEAMdivision 出演の皆さんは観覧無料。

②TEAM Finals　10 組

27 日に Team の BEST3 を争います。そして BEST3 以外に TOP10
を決めます。
TOP10 に入らなかったチームは、Wild Card を引き Championship
のカードを手に 入れることが出来れば Championship に参加できる。

③Championship

26、27 日の TOP10 と Wild Card を引いた
チームが Championship で争いBEST SHOW の

BEST3 受賞者を決定します。
20 時から After Party を開催します。

④Convention/Master Class

左記のダンサーのマスタークラスを開催。
全てのクラスを受講。
金額は、エントリー費に含まれていますが、
受講しなくても金額は変わりません。

⑤NBC WOD Talent Dancer による
　Convention/Master Class

誰が来るかは、まだ未発表。金額は、上記同様。

コールアウトされたダンサーは、NBC の出演最終
オーディションに選ばれます。

junior division  junior division  

B-crew from Miyagi B-crew from Miyagi 



SPONSOR MENU-スポンサーメニュー- SPONSOR MENU-スポンサーメニュー- 

B-CREW渡米時Tshirt-スポンサー様プレゼントTshirt- B-CREW渡米時Tshirt-スポンサー様プレゼントTshirt- 

振込先・お問合せ先振込先・お問合せ先

協賛企業・個人の皆様へ 協賛企業・個人の皆様へ 
B-crew大会参加メンバー＆引率STAFFの渡米による、メンバー
の負担軽減のため、ご協力いただける企業様・個人様を募集し
ております。地元の企業個人様と共に世界の舞台に挑戦してまい
りたいと存じますので、是非ともご協賛、賜りますようお願い申
し上げます。
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※注意事項
・上記はあくまでご提案プランになります。ご要望等ございましたら下記までお問合せ下さい。
・LOGO掲載場所は先着優先となります。

SPONSOR  PLAN A SPONSOR  PLAN B SPONSOR  PLAN C SPONSOR  PLAN D

●B-CREW大会チーム、スタッフ、付添父兄着用

●協賛 料金 ￥10.000

有り（小）

スポンサー 1/6 枠

●ホームページ・SNS LOGO記載

●Tシャツ LOGO記載

報告写真・報告書 報告写真・報告書

￥20.000

有り（中）

スポンサー 1/3 枠

￥50.000

有り（大）

スポンサー 1/2 枠

￥100.000

有り（特大）

スポンサー 1/1 枠

報告写真・報告書
Tshirt　3 枚Tshirt　1 枚

報告写真・報告書
Tshirt　2 枚

●Tシャツ・報告書

スポンサー様 LOGO

1/1

1/3

1/6

1/2

〒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

●応募締切：2019 年 6月 30 日（日）まで
・企業、団体、個人事業、等々どのような形でも結構です。
・複数口でもご協賛頂けます。

●ご入金：お申込時に現金支払・振込をお願いします。
・お振込先　七十七銀行  増田支店　普通 5611296  ブライトワークス

協賛企業様、個人様には、派遣チーム Tシャツに企業様のロゴ、個人名(任意)を記載し、
帰国後、報告写真、報告書と共にお配りいたします。※デザインは多少異なる場合がございます。

B-crew 後援会　担当：小野寺

B-CREW WOD
WORLD CHAMPIONSHIP
2019/7/26-28LA

Thank you Sponsors


