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＞
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SOUGI

（エムシー ソウギ）

長年に渡り数多くのイベントでマイクを握り、イベント成功をアシストして
きた名古屋ダンスシーンを代表する MC の１人。堅実さと聡明さをウリにした
存在感ある仕切りには各方面より定評があり全国各地からのオーガナイザーか
らも絶大な信頼を得ている。
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KITE

「プロフィール」

政井 海人 (まさい かいと) 35 歳
プロフェッショナルダンサー、子供地球基金講師
ダンサーNAME: KITE
生年月日: 1983 年 3 月 26 日
身長 175cm 体重 67kg 足のサイズ 27cm
ダンス暦: 18 年
スタイル: POP
所属チーム:フォーマーアクション,UltimateCrew,Crazy Rollers,FAB5BOOGzALLSTARz

現在プロフェッショナルダンサーとして活動し、国内では大会への参加、イベントなどでのパフ
ォーマンス、全国各地のスタジオでのレッスン、そのスタジオでの発表会の演出、構成、生徒た
ちへの振り付け、アーティストや CM の振り付け、舞台などミュージカルでの総合振り付けなど
多くの方面で活躍中である。
2017 年より講演会の活動も始め今までの経験を生かし多くの人に元気や勇気を与えている。

そして海外とも積極的に繋がりを持ち、現在一ヶ月もしくは二ヶ月に一度のペ ースで海外へワ
ークショップやバトルの審査員、パフォーマーとして招待 され参加、毎年のオフシーズンには
海外のダンスキャンプにインストラク ターとして参加し多くの国でダンスを教え交流を持つ。
今後は、ダンスを通じ様々な人と触れ合い国内だけでなく海外との繋がりを広げ、日本と海外の
架け橋となって今以上にダンスシーンに貢献出来る活動をしていきたいと考えている。

バトル戦歴:
•2000 年~2005 年
ムラサキスポーツ、WOOFINʼetc 主催ダンスコンテスト優勝 POP LOCK BOX ソロバトル 優勝
REAL MOVEMENT ダンスコンテスト 優勝
Super Fridays 2on2 優勝
Super Fridays 3on3 優勝
•2006 年 B-BOY CHALLENGE in KOREA 優勝
•2007 年 POPPING BATTLE 1on1 in 広島 優勝
•2007 年 UK B-BOY CHAMPIONSHIP 東京予選 優勝
•2008 年 SuperFriday POPPING 1on1 GrandChampionship 優勝
•2008 年 Street Dance Kemp in Czech Poppinʼ solo battle 優勝
•2008 年 Street Dance Kemp in Czech FreeStyle Team battle 優勝
•2009 年 Juste debout japan 2on2 優勝
•2009 年 Juste debout World Final in Paris 優勝
•2009 年 Street Dance Kemp in Czech Poppinʼ solo battle 優勝
•2009 年 Street Dance Kemp in Czech FreeStyle Team battle 優勝
•2009 年 JAPAN DANCE DELIGHT Vol.16 優勝
•2010 年 B-BOY CHALLENGE in KOREA 優勝
•2010 年 Keep On Dancing in China Pop 1on1 優勝
•2010 年 World Dance Colosseum 日本予選 優勝
•2010 年 World Dance Colosseum World Final 優勝
•2010 年 Street Dance Kemp in Czech Poppinʼ solo battle 優勝
•2011 年 UK B-BOYChampionshipJapan 予選 優勝
•2011 年 UK B-BOYChampionshipWorld Final 優勝
•2011 年 TOKYO DANCE DELIGHT vol.13 優勝
•2012 年 JUSTE DEBOUT Japan 優勝
•2012 年 FUNKZILLA poppin solo World Final 優勝
•2013 年 JUSTE DEBOUT Japan 優勝
•2013 年 AREA 51 in Tronto poppin solo 優勝
•2013 年 BATTLE-ISM WorldCrewBattle in Taiwan 優勝

•2013 年 LKS World solo battle in France 優勝
•2014 年 FUNK STYLERS BATTLE WORLD FINAL in Korea 優勝
•2015 年 OLD SCHOOL NIGHT Vol.17 優勝
•2015 年 HIP HOP INTERNATIONAL POP World Final 1on1battle 優勝
•2016 年 BʼNARY POPSTAR 2on2 Battle in CHINA 優勝
•2017 年 JUSTE DEBOUT JAPAN 優勝
•2017 年 BUCHEON BBOY INTERNATIONAL CHAMPIONSHOP POPPIN SOLO BATTLE 優勝
•2018 年 SUMMER DANCE FOREVER WORLD FINAL POPPING SOLO BATTLE 優勝

アーティストメディア出演等経歴:
•ダンス番組『少年チャンプル』『スーパー少年チャンプル』出演
•BENNIE K 専属ダンサー 振り付け・構成を担当
•SHARP 携帯 au AQUOSPHONE CM「街中で踊る」出演
•きゃりーぱみゅぱみゅ MV「CANDY CANDY」「インベーダーインベーダー」出演
•三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE / Eeny, meeny, miny, moe!出演
•NAOTO 主演ナイトヒー ローエンディングダンス振り付け・構成
•EXILE DVD 特典ダンス映像、レジェンドダンサーとして出演
•田口淳之介 PV&単独ライブ、振り付け、構成、演出、パフォーマンスダンサーとして参加
•2017 年 フジテレビ「めちゃ×2 イケてるッ!」で岡村隆史氏にダンス指導と三浦大知氏ツアー
でサポートダンスをおこなう。
その他 TVCM ネット CM 多数アーティスト LIVE 等出演

etc...

講演会歴:
2017 年 5 月 22 日(月)17:00～
「世界一のダンサーに学ぶ ビジネスシーンに活きるメンタルタフネスと戦略的思考」
場所：株式会社 アトラエ 社内ホール(東京都港区)
参加者：33 名(平均年齢 28 歳)
時間：1 時間 20 分＋質疑応答時間 40 分
概要：東京にある IT 企業での講演会。世界大会という大舞台で優勝するのには、技術的なもの
だけではなく、精神的な強靭さが必要となる。大舞台で平静を保つテクニックや相手の分析の仕
方と戦略の立て方、アドリブ力などをビジネスシーンに応用することを目的とした内容。

2018 年 3 月 25 日(日)15:30～
「親子で学ぶ 世界で活躍する子供に必要なこと」
場所：北海道恵庭市島松「夢創館」
参加者：120 名(小学生を中心とした親子)

時間：1 時間 15 分＋質疑応答 15 分
概要：ダンス経験を問わない親子向けの講演会。ストリートダンスで世界一になってみて、自分
が受けた子育てや教育で活きたと思うこと、また、現代教育の一般論と比較しながら足りないと
思うことを解説していく。とくに、「集中力と持続力」「分析力」「コミュニケーション力」に
ついてと、子育ての中での「習い事の役割」といったことに重点を置いた内容。

2018 年 6 月 5 日(火)13:00～
「世界一のダンサーに学ぶ 脳の若返りの秘訣」
場所：六本松蔦屋書店 店内イベントスペース 福岡県福岡市中央区 4 丁目 2-1 六本松 421 2F
参加者：100 名(定員 50 名＋立ち見約 50 名)
時間：1 時間
概要：60 歳前後を対象とした福岡市の予算で開催されるイベント。記憶のメカニズムの概要を
話し、「脳の活性化」をテーマに座ったまま出来るワークショップを開催した。ワークショップ
は参加者がご存知の音楽を聴いて頂き、その音楽のリズムを抜き出し、そのリズムを口ずさみな
がら手拍子等で再現することで脳の活性化と記憶の強化をおこなった。定員 50 名に対し、立
ち見も含め約 100 名にご参加頂き、この市のイベントでの最多記録を更新した。

2018 年 7 月 11 日(水)19:00～
「世界を魅了するダンスのヒミツ」
場所：アクロス福岡 円形ホール 福岡県福岡市中央区天神 1 丁目 1-1
参加者：125 名(定員 100)
時間：2 時間 00 分(1 時間 20 分の講演と 10 分の質疑応答、30 分のサイン会と写真撮影会)
参加費:3,000 円
主催者：Fukuoka オトナ塾
スポンサー：福岡県内の企業 3 社
概要：大人から子供まで幅広い層を対象とした講演会。ダンスの種類の話やストリートダンスの
発祥話、そして、ダンスや音楽の変化の中でトップダンサーとしてダンスをどのように進化させ
ていったかを、実際にダンスで表現しながら話した。また、世界大会で優勝するための方法論を、
参加者の日常に活かせる思考に落とし込みながら論じるという内容。

2018 年 8 月 1 日(水)11:00～
「BULGARI チャリティーランチ会」
場所：ブルガリ・イル・リストランテ
東京都中央区銀座 2-7-12 ブルガリ銀座タワー・8F
参加者：5 名
時間：3 時間 00 分(内 30 分程度でデモとワークショップと写真撮影会)

参加費:全額を BULGARI が負担
主催者：BULGARI
共催者：子供地球基金
概要：イタリアの高級宝飾品ブランドである BULGARI が、年一回、障害をお持ちのお子様を招
待し、ランチとワークショップを楽しむ会で、ダンスのデモンストレーションと、子供達と一緒
にダンスを楽しむワークショップを開催した。立って動くのが難しいお子様も、手拍子等で積極
的に参加してくださり大いに盛り上がった。

その他経歴:
学生時代に聾学校にてろう者、地元の障害者の方々に対してダンスの指導にあたる。
2006 年 2 月に行なわれた、ろう者でプロダンサー、サインボ ーカリストとして活動している
「大橋弘枝さん」プロデュースのろう者と 健聴者合同によるミュージカル「Call Me Hello!~ヒ
ーローと呼んで ~」の振り付け、出演。

2007 年の 9 月から約 1 ヶ月間に渡って四国地方で行われた民主音楽主催の 日韓合同講演「虹か
かれ 宝の橋」に出演。そして 2012 年には日露合同 公演『The Battle』に出演。2015 年のアメ
リカとの舞台「WEST SIDE STORY」では総合振り付け兼ダン サーとして参加。

http://www.min-on.or.jp/play/detail_6954.htmｌ

2012 年の 4 月、UK 映画『STREET DANCE II 3D』にメインメンバーの 1 人として出演する。撮
影のため約 4 ヶ月間ロンドンに滞在する。

2014 年夏にはラスベガスで行われた 6 大陸、延べ 45 カ国が参加するア メリカ最大といわれる
20000 人規模のダンスコンテスト『HipHopInternational World Championships(HHI)』に審査
員として招待され、 そこでの現地での講習、テストを受け 70 人の中から 2 人のみ選出のメイ
ンであるパネルジャッジに見事合格。世界各国でのコンテストの審査員のライセンスを所得。

http://hiphopinternational.com

2016 年 11 月には伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社の社員懇親会での若手社員のヒップホップダンスパ
フォーマンスを指導し懇親会の盛り上げに貢献した。

2018 年 子供地球基金創立 30 周年記念ファンドレイジングディナー2018 のオープニングにてソ
ロパフォーマンス

2018 年 子供地球基金 30 周年記念 HAPPY EARTH 展 国立新美術館にてソロパフォーマンス

2018 年 一教育者として早稲田大学との共同研究に携わる
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<RICKY プロフィール>
76 年、黒人音楽を主としたダンスを始め,
78 年からプロダンサー(CAESAR)として活動開始、後に 78 年代に HIP HOP 文化の
ダンスを日本に紹介する日本初のストリートダンスチーム BE BOP CREW を創立。
83 年 日本人初参加 NY アポロ シアター「AMATEUR NIGHT」にて優勝。NY タイム
ズ紙に「日本人初出場での快挙！」と紹介される。
また渡米中、JAZZ.BALLET.TAP 等のダンス エッセンスを吸収し、連日タイムズスク
エアーでストリートダンスを展開し話題になる。
帰国後、数々のステージやショータイム、振り付け等をこなす。
89 年 福岡国際センター「１万人 DISCO AIDS」DJ＆DANCER 出演
90 年 大分オートポリス オープニング イベント DJ＆DANCER 出演
91 年「TAKEO KIKUCHI」ファションショー ダンサー出演
92 年「故レイ チャールズ」福岡サンパレス フロント アクト
92 年 長崎 ハウステンボス カウント ダウン ライブ出演
94 年 95 年 北九州 スペース ワールドカウントダウン ライブ出演
95 年 アメリカ TV 番組「SOUL TRAIN」プロデューサー ドン コーネリアス公認

JAPAN SOUL TRAIN DANCER として活動
95 年 夏季福岡ユニバーシアード開会式振り付けアシスタント。
99 年 フジ TV 「ダンス ダンス ダンス」や「夜のヒットスタジオ」等の振り付け、出演。
2000 年 オリジナルロッカーズの SHABADOO 氏の WS アシスタントを務める。
2004 年 フランス リオン HIP HOP イベント オリジナルロッカーズの Campbellock jr
氏らと LOCKERS としてショー出演。
89 年ダンスベーシック Rhythm Training を考案し、国内の各スタジオや中学校、高
校、大学などでのワークショップを開催する中、世界で通用するダンサーを育成し、現
在ではフランス、スペイン、中国、台湾などの弟子たちも多く、また自ら海外でのワー
クショップやショータイム、又は毎年ラスベガスで行われる世界大会の審査員等を務
める。
＊主な振り付け・サポート アーティスト
AI.安室奈美恵.DA PUMP.W-inds.DA BUBBLEGUM BROTHERS.AMAZONS

＊CM・TV 番組
CXTV DANCE DANCE DANCE 出演 81 年西鉄バス(ダンス編) 86 年ベスト電気(恵
比寿編振り付け) 89 年中古自動車 TAX (振り付け)‥etc
＊映画 DVD
DANCE STYLE LOCKERS (リットー ミュージック) DANCE(キッズン ジャンプ)
ハート ブレイカー(V シネマ) 中指姫 ゲロッパ(ダンサー コーディネート)
また、DJ 歴も 40 年と長く、DISCO や CLUB を始めダンスイベントやバトル DJ として
のオファーも多く、ファションショー音楽セレクトや FM パーソナリティ等を務め、「ダン
サーの為のダンスミュージック」を制作する音楽プロデューサー&ダンスイベントプロデ
ューサー等を経て、さらに現在では、シダックスダンスアカデミーの校長に就任後パー
ティ グルーヴやストリートダンス をまとめた(SDB's)本の主筆活動中!
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You-Gee (読み方：ユージ) プロフィール
名古屋、東海地区のダンスシーンを切り開いた一人、KATSU 氏に師事。ダンスチー
ム「Beeper」の一員として日本最大級のストリートダンスコンテスト「Japan Dance
Delight ’99」決勝大会出場。
trf のバックダンサーや米国のアーティスト Amerie と共演。 AMWE のサマーソニック
出演時のステージ指導。 SAM（TRF）監修テレビ番組「RAVE2001」出演。 NY、LA に
てゲストパフォーマーとしてのステージを経験。 NY を中心とした数々のオリジネータ
ーと交流が深く、ダンスの創始者を国内に招いてワークショプなどを企画運営。

ダンス解説者として TV 多数出演、また携帯会社の CM にもダンサーとして出演。 日
清のカップヌードル TV コマーシャルにて三代目「チーズ星人」主演に抜擢。 同 CM
の楽曲（ビートボックス）提供。
シーモネーター（現 SEAMO）とは音楽活動を通してソニーミュージックや各メディアで
多くの活動。全国ネットの音楽情報番組「JUICE TV +」のメイン MC や地元ケーブル
TV「ちたはんトーク」司会を経験。
日本一を決める国内最大級のバトルイベント「DANCE@LIVE」両国国技館のメイン
MC を 12 年連続メイン MC として現在の日本のダンスシーンをリードしている。
指導者としても後進の育成に力を注ぎ、国内、海外でも活躍のダンサーを輩出。
累計会員数約 1500 人、活動 17 年目、半田市に２店舗、日間賀島と安城、東浦にサ
ークルを有するダンススタジオ「Studio U」オーナー。
参考までに学校、教育関係の経歴を記します。
学校法人尾張学園 名古屋大谷高校 元非常勤講師（社会科） 名古屋リゾート＆ス
ポーツ専門学校 ダンスビジネス論 元講師
大同大学大同高等学校ダンス部 外部コーチ （財）地球子ども村 理事 第 31 回国
民文化祭・あいち 2016 半田市 ダンスフェスティバル元実行委員長 半田市主催ダ
ンスフェスティバル DANCE MIX 実行委員長（H29&H30;）
愛知県市立青山中学 職業人の方に話しを聞く会 元講師
碧南高等学校 定時制 文化祭 講演会 元講師（H25&H29;） 半田市教育委員主催
「ダンスでつながる・ひと・まち講座」元講師 碧南中学（生き方教室）元講師 碧南市
立南中学 総合学習授業 「達人に学ぶ」 元講師

