
SDC鵜の岬 Main Stream 動作解説

(MS_01-1)
Cloverleaf (Everyone Active)
(クローバーリーフ)
◎ ダブルパッスルー終了した隊形から
① リードはパートナーと別れ、

4葉のクローバーを描き 3/4(270度) 回る
② セット反対から来た人とカプルとなり中心を向く
・ トレイラーはリードに続き、真後ろの位置で終わる

(MS_01-2)
Cloverleaf (Tow Couples Active)
(クローバーリーフ)
◎ 指示されたカプルが外を向いた隊形

(例えばトレイドバイ隊形)
① 指示されたカプルは、パートナーと別れ

4葉のクローバーを描き 3/4(270度) 回る
② セット反対から来た人とカプルとなり中心を向く
③ 前に人がいなければ中心へ歩を進める

(MS_02-1)
Turn Thru
(ターン スルー)
◎ 向かい合った隊形 / 右手のMini Wave
・ 前進し、右手で前腕を取って180度回り、

通り抜けて背中合せで終わる
※ Allemande Right に似ている

(MS_02-2)
Left Turn Thru
(レフト ターン スルー)
◎ 向かい合った隊形 / 左手のMini Wave
・ 前進し、左手で前腕を取って180度回り、

通り抜けて背中合せで終わる
※ Allemande Left に似ている
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SDC鵜の岬 Main Stream 動作解説

(MS_03-1)
Eight Chain Thru
(8 チェーン スルー)
◎ 8チェーンスルーの隊形から
・ Right & Left を8回繰り返す

(外に出たときはカーテシーターン)

(MS_03-2)
Eight Chain 1, 2, 3, etc.
(8 チェーン 1, 2, 3 ...)
◎ 8チェーンスルーの隊形から
・ Right & Left を指定数繰り返す

(外に出たときはカーテシーターン)
偶数・・・8チェーンスルー隊形で終わる
奇数・・・トレイドバイ隊形で終わる

(MS_04)
Pass To The Center
(パス トゥ ザ センター)
◎ 8チェーンスルーの隊形から
① 全員 Pass Thru
② 外に出た人は Partner Trade

ダブルパススルー隊形で終わる
※ Dive Thru の拡張版 (男女関係なく出来る)
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SDC鵜の岬 Main Stream 動作解説

(MS_05-1)
Allemande Thar
(アレマンド ザー)
※ 動いている隊形の名前 (通常内側男性)

内側：右手スターで後退 (全員男性ならBoxStar)
外側：内側と左手前腕を取って前進

◎ 次に左手が使える2人向き合うグランド サークル隊形から
(ライト アンド レフト グランド サークル隊形)

・ 左手前腕で1/2回転、アレマンド ザー隊形になる
※ Box Star：右手(掌下向き)で前の男性の手首をつかむ

(MS_05-2)
Allemande Left To An Allemande Thar
(アレマンド レフト

トゥ アン アレマンド ザー)
◎ Allemande Left が出来る隊形
① アレマンド レフトすると

ライト アンド レフト グランド サークル隊形になる
② 次は右手なので、引っ張って通り過ぎる
③ 次の人とは左手なので

左手前腕で1/2回転、アレマンド ザー隊形になる

(MS_05-3)
Wrong Way Thar
(ウロング ウェイ ザー)
※ アレマンド ザーを鏡に映したような隊形の名前

内側：左手スターで後退 (全員男性ならBoxStar)
外側：内側と右手前腕を取って前進

◎ 次に右手が使える2人向き合うグランド サークル隊形から
(ライト アンド レフト グランド サークル隊形)

・ 右手前腕で1/2回転、ウロング ウェイ ザー隊形になる
※ Box Star：左手(掌下向き)で前の男性の手首をつかむ
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SDC鵜の岬 Main Stream 動作解説

(MS_06)
Slip The Clutch
(スリップ ザ クラッチ)
◎ ザー / ウロング ウェイ ザーの隊形から
① 後退の人は止まり隣接外側の人と手を離す
② 全員中心を回るように前進し次の人へ

ザーまたはウロング ウェイ ザーの隊形で終わる
・ スキップ(パス)指示あれば全員サークル上を前進し

指示された数の人を通り過ぎる

(MS_07-1)
Shoot the Star
(シュッ ザ スター)
◎ ザー / ウロング ウェイ ザーの隊形から
① 中心の人は隣接の外側の人とArm Turn 1/2 する
② 歩を進めて通り過ぎる

ライト アンド レフト グランド サークル隊形で終わる

(MS_07-2)
Shoot the Star Full Around
(シュッ ザ スター フル アランド)
◎ ザー / ウロング ウェイ ザーの隊形から
① 中心の人は隣接の外側の人とArm Turn 360度する
② 歩を進めて通り過ぎる

ライト アンド レフト グランド サークル隊形で終わる
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SDC鵜の岬 Main Stream 動作解説

(MS_08-1)
(Single) Hinge
(シングル ヒンジ)
◎ ミニ ウェイブからのみ (Plusまでの制限)
・ 隣(動作パートナー)とトレイドを半分行う
※ 動作パートナー同士、手を離さない

(MS_08-2)
Couples Hinge
(カプルズ ヒンジ)
◎ ライン又は2フェースドラインの隊形から
※ カプルが一組となって動作
・ カプルズトレイドを半分行い、元のラインに対し

直角の2フェイスドラインで終わる

(MS_09)
Centers In
(センターズ イン)
◎ 中心に背を向けたカプルの前に

外のダンサーがいる隊形から (8 Chain Thru など)
・ 向きは変えず、

外のダンサーは一歩離れて空間をつくり、
内のダンサーはその空間へ前進して入り、
動作を終える。

(MS_10-1)
Cast Off 3/4
(キャスト オフ 3/4)
◎ ミニウェイブの隊形から
・ お互いに前進して 3/4 回転する

(MS_10-2)
Cast Off 3/4
(キャスト オフ 3/4)
◎ ラインの隊形から
・ Center が前進して 3/4 回転する
※ 以前「end を中心に回転」との記述があったが

動作後のオフセット問題があり削除された

5/9



SDC鵜の岬 Main Stream 動作解説

(MS_11)
Spin The Top
(スピン ザ トップ)
◎ ウェイブの隊形から
① end とその隣の人がつないだ手で 1/2 回転
② 内に入った人が反対の手で 3/4 回転
・ 外に出た人は、中の人中心の円周上を 1/4 進み

オーシャンウェイブの外側となり動作を終える。

(MS_12-1)
Walk & Dodge
(ウォーク & ドッジ)
◎ ボックス サーキュレートの隊形から
① 内向の人は前進し前の人の位置へ進む (ウォーク)
② 外向の人は空いた位置へ横スライド移動 (ドッジ)
・ 背中合わせのカプルで終わる

(MS_12-2)
Walk & Dodge
(ウォーク & ドッジ)
◎ 向い合ったカプルの隊形から

「コーラーの指示により」
① ウォーカーは前進し前の人の位置へ進む
② ドッジャーは空く位置へ横スライド移動
・ ボックス サーキュレート隊形で終わる

(MS_13)
Slide Thru
(スライド スルー)
◎ 向い合ったダンサーの隊形から
・ パススルーをしたあと

　男性 ⇒ 右を向く
　女性 ⇒ 左を向く

・ 男性同士なら右手のミニウェイヴで終わる
女性同士なら左手のミニウェイヴで終わる
その他はカプルで終わる
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SDC鵜の岬 Main Stream 動作解説

(MS_14-1)
Fold
(フォールド)
◎ カプルの隊形 / ミニウェイヴの隊形から
・ 指示された人が半円弧上を前進し(Runの半分)

隣の人の方向を向いて終わる
・ 指示されない人は基本動かない

コール例
Boys Fold, Girls Fold, Ends Fold, Centers Fold など

(MS_14-2)
Cross Fold
(クロス フォールド)
◎ 一般的な Line の隊形から
・ 指示された人が半円弧上を前進し

遠い方の動かない人の前または後ろへ移動
(指示される人は中央か外側に位置する)

・ 指示されない人は基本動かない
※ ダンサーがクロスするとき(向きが同じ)は

クロスルールに従う

(MS_15)
Dixie Style to an Ocean Wave
(ディキシー スタイル

トゥ アン オーシャンウェイブ)
◎ 向い合うカプル / 向い合うタンデムの隊形から
・ カプルの場合は右の人が左斜めに前進し

向い合うタンデムになる
① センターは右手プルバイで通り過ぎる
② 全員 Left Touch 1/4

左手のウェイブで終わる
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SDC鵜の岬 Main Stream 動作解説

(MS_16)
Spin Chain Thru
(スピン チェイン スルー)
◎ 平行した Wave の隊形から
① end とその隣の人がつないだ手で 1/2 回転
② 内に入った人が反対の手で 3/4 回転し

センターにウェイブを作る
③ ベリーセンターがトレイド
④ centers 反対の手で 3/4 回転
※ 外に出た人が次指示まで動かないのが重要

(MS_17a)
TAG THE LINE
(タッグ ザ ライン)
◎ 一般的な Line の隊形から
① ラインの中央 (遠い方の端) を向く
② 右肩すれ違いで前進
③ 最後のダンサーがすれ違って終了

(ダブルパッスルーの要領)

(MS_17b)
Harf TAG (1/4, 1/2, 3/4)
(ハーフ タッグ)
◎ 一般的な Line の隊形から
① ラインの中央 (遠い方の端) を向く
② 1/4 をエクステンド 1 回として

指定回数エクステンドを行う
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SDC鵜の岬 Main Stream 動作解説

(MS_18-1)
SCOOT BACK (Box)
(スクート バッグ)
◎ Box Circurete の隊形から

「Trailer (内向の人)」
① エクステンド
② 内側の手をフォアアームで取り 1/2 回転
③ エクステンド

「Leader (外向の人)」
① ボックス サーキュレイト

(MS_18-2)
SCOOT BACK (1/4 Tag)
(スクート バッグ)
◎ 1/4 Tag の隊形から
① エクステンド
② 内側の手をフォアアームで取り 1/2 回転
③ エクステンド

(MS_19)
RECYCLE (from a Wave)
(リサイクル)
◎ ウェイブ の隊形から
① ウェイブの End はクロス フォールド
② Center は同時に End の後ろへフォールド、

End の後ろを追い、横並びになり
向かい合ったカプル隊形で終わる
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