
　クロスフォーメーション15周年記念パーティー
＆XrossAngels Awards 2022同時開催 

　一年に一回の大きなイベントXross Angels Awards2022が

12/18(日)目黒雅叙園で開催されました。

日本の伝統文化を取り入れた素晴らしいホテルの宴会場でとても華やかな
パーティーとなりました。

12月18日は大安と言う事もあり、同日に婚礼のパーティーも数多く入って
いる、そんなお日柄の良い吉日に開催されました。

11月の後半から、Mudiaというサイトを利用して、クロスエンジェルズ の独
自のイベントを開催し、予選を勝ち抜いた４名（おみゆか　篠塚ゆき　こす
げみか　酒井麻衣子）が会場で歌のステージを披露しました。

同会場にて、オンラインで１９時までの投票で優勝者を決定しました。

イベント終了後も、Angelsステージにて、ゆっちゃん　東里香　Minaも
パーティーに素敵な音楽で彩りを添えてくれました。
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優勝　おみゆか　準優勝　篠塚ゆき 

最後まで本当にたくさんの応援ありがとうございました。


XrossAngelsフリー音楽祭 
　11/12(土)11月で3回目のXrossAngels

フリー音楽祭。

この日はお天気も晴れ、過ごしやすい気温の中、亀戸
の住民の皆様やファンの皆様が会場に数多くお越しに
なり、とても温かいイベントとなりました。

緑が背景の開放的な野外ステージにて、

それぞれ素敵なステージを披露しました。

今回はお天気も良かった事もあり、子供たちも数多く
訪れてくれていたので、一番最後の”となりのトトロ”
をエンディングでみんなで歌ったところ、お客さんも
一緒に大合唱となりました。

来年の開催もお楽しみに♪


司会　上谷留佳

Angelsメンバー

碧* 酒井麻衣子　佐伯奈優　ルナ　おみゆか　こすげ
みか　篠塚ゆき
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11/12 After Partyオフ会 
碧*　ルナ　おみゆか　こすげみか　上谷留佳の５名
のメンバーで打ち上げオフ会をしました。

アニメソング好きが集まったため、アニソン祭りで楽
しい賑やかな時間となりました。

亀戸のフリーライブの後は、恒例行事にしたいっと思
えるほどのすごい盛り上がりでしたっ♪


11/23 
Colorful Day 
碧* おみゆか　上谷留佳

3人でカントリーロードを披露し、るか　みどり　おみ
ゆかの頭文字をとって、”るみお”が結成されました。

3人で演奏楽しかったので、またのトリオをお楽しみ
に～！


12/24 おみゆかクリスマスParty 
クリスマスプレゼント交換会をしたり、

みんなと乾杯して素敵なイブになりました！

楽しすぎて時間を忘れてしまうほどでしたが、お越し
いただいた皆様本当にありがとうございました。


ファミリー企画配信 
お絵かき大会　11/9 host ゆっちゃん 
サンタさん大集合　12/7  host東里香 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11月BIGOLIVE 

【篠塚ゆき】

Global Got Talent Show Round2 予選５位

Global Got Talent Show Round3 予選3位入賞


【碧*】

Global Got Talent Show Round2 予選4位


【おみゆか】

BIGO FES 1位


【XangelsAngelsファミリー】


Gala2022ファミリー日本戦　9位

Gala2022ファミリーグローバル戦　ヴアンガー
ドアリーナ17位


11/25 ファミ
リー対抗
ミュージック
バトル　

勝利


XrossAngels

ファミリーJLH

11/28(Mon)

Japan Live House　
19:00-20:30


12月BIGOLIVE 

【おみゆか】

Gala 音楽部門決勝　4位

Gala 全部門決勝　19位

シンガポールへGO！　6位入賞

クリスマスナイトJLH 4位


【XangelsAngelsファミリー】

ファミリー集合イベント　15位　2.5時間JLH 

獲得

クイズdeビン
ゴ　

12/20 優勝


ミュージックバ
トル　

12/21　敗退
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Angels News 
11月 
酒井麻衣子 

皆様 こんにちは♪

11月もたくさんの応援ありがとうございました
❤

なんと！！

「XrossAngels Award 2022」Mudiaでの予選1
位で決勝進出へと進むことができました!!

12月18日 目黒雅叙園でお会いできること楽し
みにしています

篠塚ゆきちゃんにゲスト出演していただいた自
由が丘FMTV

新曲『Trap』についてなど楽しい時間を過ごす
ことができました

12月も楽しみましょー꒰ ♡´∀`♡ ꒱


自由が丘FMTV『Maikoチャンネル』第2・4火
曜日  19:00～20:00 
FM日本『ラジオにかんぱい』第2・4火曜日  
19:30～20:30 

碧* 
こんにち葉！碧*です！


11月はライブや配信に走り回った一カ月でし
た。

ライブでは亀戸クロックさんでの野外ライブで
子供達の前で歌わせていただき、

川崎でもたくさんの方に足を運んでいただきま
した！

配信ではLive Show Channelのレギュラー出演
をさせていただき、Gloval got talent showに出
演させていただきました。


決勝戦には出られなかったけど、たくさんの応
援とても嬉しかったです！

いつも皆さんに支えられています。

いつか大きな成果につながると信じてコツコツ
頑張ろうと思います🙇 ✨ 


そして12/26(月)にバースデーレコ発ワンマンラ
イブを開催させていただくことになりました！

バースデーレコ発ワンマンライブ！キーボー
ド、ドラム、ベースの皆さんにサポートしてい
ただき、新曲リリースもさせていただきます。
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12月はお誕生日の月なので、1人でも多くの方
に私が感謝をお伝えする強化月間にしたいと
思っています。

リアルでも配信でも、精一杯頑張りますので、
これからも見守っていただけたら嬉しいです！


おみゆか 

皆さん、こんにちわ！

11月は、フリー音楽祭、事務所定期オフ会、そ
してゆりきゃんでぃちゃんのライブに打ち込ん
だ１ヶ月でした～！

ダンスをいつもしているわけではないけど、昔
から好きで、きっかけはハロゥインライブで曲
が被ったことから、この曲コラボできたらいい
ねって始まった企画でした。

結構ストイックに練習を重ねて、本番は無事成
功しました♪

応援に駆けつけてくださった皆様本当にありが
とうございました！


12月 
碧* 
【ワンマンライブ、そして2022年ありがとう】 
こんにちは！碧*（みどり）です！

いつもありがとうございます！


今年が間も無く終わりますね。

11月と12月を中心に2022年を振り返ってみま
した。

目まぐるしかったけど沢山の方に支えていただ
き、本当に感謝の気持ちしかありません。

夏から新しいお仕事を初めてさらに忙しくなっ
たり、外に出る機会も多くなり、日々自分との
戦いでした。

そんな中でも、11月はGGTS予選に出ることが
できま
した。
本当に
ありが
とう！

そして
ライブ
もたく
さん出
させて
いただ
いた中
で、
バース
デーワンマンライブを成功させることができた
のは本当に私にとって大きくて。

私は一度に一つのことしかできない人なので、
マルチタスクをこなすのが苦手です。

そんな私の事を気遣ってくださり

日々支えてくださったファンの皆様！

そして、ライバーやアーティストの友達。

本当に本当にありがとう！

たくさん泣いて、たくさん笑った2022年。

新しい事にも挑戦して、遠征にも行ってたくさ
んの方に出会ったり。

配信も続けながら今までで最高に日々全力で頑
張った2022年でした。

2023年、また気持ちを入れ替えてこれからも頑
張ります！

これからもどうぞよろしくお願いいたします。

ありがとうございました。
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篠塚ゆき 
XrossAngelsを応援してくださっている皆様、
いつも本当にありがとうございます（╹◡╹）♡

11/27には、配信アプリビゴライブにて
"Blooming Night"という世界大会(GGTS)の決勝
戦がありました。皆様の応援のお陰様で、2年
半配信を続けてきて、初めて今回この世界大会
の決勝戦で３位に入賞することができました♬


１年５ヶ月間、国際枠のレギュラーを務めなが
ら、同時に毎月ずっとこの世界大会の予選に参
加し入賞して、毎月決勝戦に参加させて頂きな
がらも。決勝戦ではなかなか入賞できず‥。悔
しくて何度も挫けそうになりながら毎月挑戦を
続け、2022年11月の決勝戦で初めて入賞するこ
とができ、本当に心から嬉しかったです(´° ̥̥̥̥̥̥̥̥ω° ̥̥̥̥̥̥̥̥｀)
ありがとうございました♡


しかも、その後GGTS、Blooming night、New 
star cupが12月から休止となってしまいまし
た。私が頑張ってレギュラーを続けて来た国際
枠LSC通常枠も、1月より休止となっていま
す。休止前最後に決勝戦で入賞できて本当に嬉
しかったです。私は国際枠を中心に配信してい
たので、とても寂しいですが、1月はビゴジャ
パンの「音楽チャンネル」に出られそうなので
頑張ります♬



 そして12/18に、目黒雅叙園で行われた
XrossAngels award 2022。会場やMudiaで応援
してくださった皆様、本当にありがとうござい
ました嬉しかったです♬


私は、去年の優勝に引き続き今年は準優勝に入
賞させて頂き、雅叙園の豪華ペアディナーのご
招待チケットをいただきました！嬉しい！大切
に使わせて頂きます٩(๑❛ᴗ❛๑)۶


Mudia初めての方も、一生懸命登録して投票し
て下さり、本当に嬉しかったです本当に感謝。
皆様本当にありがとうございました。2022何も
本当に沢山お世話になりました^_^


2023年も楽しく頑張りますので、よろしくお願
いたします！


上谷留佳 
みなさん！おつるかです！

エンジェルズ新聞に初めて寄稿するのでドキド
キの かみやです。


2022年は私がXrossAngelsに出会って、そして
仲間に入れていただいた年です。

初めての環境で不安でしたが、優しくあたたか
な方々ばかりでエンジェルズとして溶け込むこ
とができました。

毎月のオフ会はお客さん側から演者側となっ
て、歌を歌ったり、企画を練ったり、リコー
ダー吹いたり笑

新しい道を少しずつ切り開けた貴重な場です。

なによりもファンの方とこんなに近くで交流が
できるのが新鮮で！これからも沢山参加したい
な。
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そしてXA加入後初の大舞台！カメイドクロック
フリー音楽祭の総合MC！

なんと台風の中での屋外ステージイベント
に！！

びしょ濡れになってやり通したMCは忘れるこ
との出来ない、思い出です笑


初MCで不安な中演者の方、ファンの方、みん
なみんな声をかけてくれて励ましてくれて受け
入れてくれて。

お陰様で笑顔で最後まで楽しくやりきれまし
た。このイベントの総合MCができて本当に良
かった。

あとは……トトロ笑

初のオフ会で初めてお客様の前で歌う中で選ん
だ『トトロ』。

歌唱力より"みんなで「トトロ」するぞ！！"と
いう苦肉の策(？)でしたが、かなり盛り上がっ
てくださって、そこから何故かXAの定番に……
笑

上記のフリー音楽祭でもセトリに無い中で急に
流れ始めた時は本当にびっくりしました。

演者全員で歌ったトトロが贅沢すぎて幸せでし
た。


これからもみんなでトトロしたい！！


素敵な縁に恵まれた2022年。


エンジェルズの皆さんって本当にすごい方々ば
かりなんです。

そばに居ると｢私ももっとやれる事あるはずだ｣
とやる気や元気、勇気がもらえます。

エンジェルズを推してる皆さん、流石です。わ
かってらっしゃる。

尊敬するエンジェルズに負けないように2023年
もっと突き進みます！

ぜひ来年もXA、そしてかみやをよろしくお願い
いたします♡


東里香 

【約一年半ありがとう！】 

　いつもUpLiveにて、温かい応援ありがとうご
ざいます。沢山の楽しい思い出がありました！


コ
ラボして下さった皆様とのご縁にも感謝です。
里香ちゃむは、皆様に出逢えて本当に幸せでし
た。

こちらの世界からは離れますが、ずっと皆様を
応援していますね。

これからも里香ちゃむと繋がっていいよ！と思
われる方はBIGOLIVEや各SNSで繋がって頂け
れば嬉しいです。
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何か困ったことがあれば、いつでもご連絡下さ
い。悲しい時辛い時も心はそばにいて、ずっと
支えます。

そして、嬉しい時は一緒に喜べたらと思いま
す。

リアルにお会い出来る方はXrossAngelsのイベ
ントやオフ会等で、お会いしましょうね。

これからもお身体に気をつけて良いお年をお迎
えください。

ありったけの愛をこめて　里香ちゃむ


おみゆか 

【2022年みんなと会えてよかった】 
皆さん、こんにちわ！

2022年は、振り返ると配信とリアルの世界が繋
がった年でした。

コロナが始まってがら、配信活動を初めて3度
目の冬、毎日の配信で積み重ねてきたつながり
が目に見える形で、イベントやライブ活動で形
となったことに本当に嬉しく思いました。

まだまだ、小さな事務所ですが、クロスエン
ジェルズ を応援したいと言ってくださる方も増
え、ファミリーも少しずつ大きくなってきたこ
とは、本当にみんなの頑張りが形になったから
だと思います。

今年は、BIGOのふりふ着物イベント入賞か
ら、沖縄TV広告、新宿ハロウィン広告、BIGO 
FESと数多くのイベントに入賞させていただ
き、本当に嬉しい思い出がたくさんできた年と
なりました。


12月はクロスエンジェルズ のアワードもあり、
運営もしながら、当日まで正直なところ不安で
ハラハラの毎日でしたが、当日はお客様にたく
さん応援していただき、こちらのイベントでも
１位をとらせていただきました。本当に、あり
がとうございます。トロフィー初めてもらった
よ！

これからもクロスエンジェルズ のみんなと楽し
いイベント、ライブを行って更に高みを目指し
ていきたいと思います。

本当にありがとうございました。 

まいまい 
2022年を振り返って✨ 


2022年を漢字で表すとまさに「歌」の1年でし

た🎙 


7月15日の亀戸クロックでのフリー音楽祭から
スタートし、愛知県、広島県、六本木バードラ
ンドでのハロウィンライブ、12月には目黒雅叙
園で歌わせていただく機会をいただき、人生の
幅が大きく広がった1年となりました😍 

ひとえに日々応援してくださるリスナーの皆
様、クロスエンジェルズファミリーの皆様のお
かげです🌈 


本当にありがとうございました❣ 
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2023年も笑顔あふれる1年に💚 


よろしくお願い致します🐰

クロスエンジェル
ズ LINE＠ 

　私たちクロスエン
ジェルズのイベント、
ライブ の告知など様々
な情報をGETすること
ができる公式ライン＠
です!


ブロマイド販売  
コンテンツプリントeプリント 
全国のコンビニ(ローソン、セブンイレブン、 
ファミマ)などのコピー機で販売中。 

~購入方法~ 
液晶画面から、コンテンツプリント→eプ リン
ト→ブロマイド →Xangelsブロマイド →好きな
写真を選択してくださいね。 


1枚300円(税込み) 


編集後記 
　2022年も大変お世話になりました。 

2023年は更にパワーアップしていきます！                    

皆様良いお年をお迎え下さい✨  

今年もありがとうございました！ 
新年会オフ会は1/15のお昼に開催予定です～！ 
ぜひ空けておいてね♪ 
　　　　　　　　　　　　　　　（近江祐香）
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