
 

＜大会 MC＞ 

 

MC 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。 

  

聡明さと堅実さをウリにした存在感ある仕切りには各方面から定評があり、全国各地のオ

ーガナイザーからの信頼も厚く絶大な支持を得る。 

  

そして、今年も浜松いわたしんきんダンスパフォーマンスコンテストに華を添える為、燃えて

います！！ 



KITE (カイト)  政井 海人  

 

<プロフィール>  

プロフェッショナルダンサーとして、国内外

問わず様々な大会で多くのタイトルを獲得し

てきた経歴を持ち、現在ではイベント出演に

留まらず、数々のイベント主催、全国各地の

スタジオでのレッ スンおよび、発表会の振

付・演出・構成を手掛けたり、有名アーティ

ストやCMの振付、舞台など ミュージカルで

の総合振付など、多方面で活躍中。  

2017年より始めた講演会活動では今まで

の経験を活かし、ダンサーのみならず多くの

人々に元気 や勇気を与えている。   

海外へは定期的にワークショップやバト

ルジャッジ、ゲストパフォーマーとして赴き、

毎年のオフ シーズンにはダンスキャンプに

インストラクターとして参加、多くの国の人々と積極的なダンス交 流を行っている。  

今後は、ダンスを通じ国内外問わず様々な人と触れ合い、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。 

  

<大会戦歴>  2017 年に、アメリカのサンディエゴで毎年開催される権威ある世界大会「HIP 

HOP INTERNATIONAL」で優勝し、さらに、世界大会のジャッジの資格を取得し、近年は、審査員

として招待されることも多い。現役のダンサーとしての活動も続け、２０１８年、２０１９年と、オラン

ダのアムステルダムで開催された世界大会「Summer Dance Forever」で二連覇し殿堂入り。その

他大会優勝歴多数。 

 

<他経歴>  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… 



RICKY  <プロフィール> 

出身 福岡市 

本名 百武 伸好  57 歳 

生年月日 s37.7.15 

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 BOB 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。2000 年に拠点を東京

に移し世界で通用するダンサーを育成しながら、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 ・ HIGH シ ー ン 

GO‼️G‼️ etc 

＊CM・TV 番組 

CXTV DANCE DANCE DANCE 出演 夜のヒットスタジオ 振り付け      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 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 を始め世界中の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。 



 SHIN 

(和田真之右) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜プロフィール＞ 

 

dancer/choreographer/Dance Station mashu 代表 

 

JAZZ/CONTE/HIPHOP 等幅広いジャンルを 20 年経験、 

静岡県浜松市にてスタジオ経営を軸に、自身もプロダンサー、振付家として 

国内外で活動。  

スキルフルで、表現力豊かなジャズダンスを得意としている。 

浜松市の交流大使として、POLAND ダンスフェスティバル招待出演。 

地元企業 CM 振付出演。 

DOS メンバーとして、au 三太郎 CM 出演。 



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」の一員として東海地区

を代表するチームとして様々な大会に優

勝、入賞多数。  

  

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ステージを経験。  

  

NY、LA 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」（現 DANCE ALIVE HERO‘S）両国

国技館のメイン MCを 12年連続でつとめ、現在の日本のダンスバトルシーンを構築した。  

  

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。 

SYGU2012（NY）では初海外バトルで準決勝進出やAAWF（オールアジアのワックバトル）にて優勝

の教え子など。  

  

累計会員数約 1600 人、活動 20 年目、半田市に２店舗、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。 

  



ACKO  ＜プロフィール＞ 

 

レペゼン浜松。 

「Studio ginga 」(スタジオ ジンガ）オーナー。 

Hip Hop、Pop、Soul、Waack、House,Jazz等 New 

School&Old School を取り入れた女性らしいしなやかさ、

力強さを持つ浜松を代表するフィメールダンサー。 

 

ジャンルを問わず色んなジャンルの要素を活かしたフリー

スタイルには定評がある。地元浜松で Studio MJ など、市

内の様々なスタジオでもレッスンを行っており、後進の育

成に力を注いでいる。 

 

幼児の頃からミュージカル映画に憧れ、小学生から新体操を習い始め高校生まで続ける。上京、 

短大時代はダンス部に入部し、Jazzダンスメインの Streetダンスにいそしむ。卒業後は帰郷し、 

一般企業に就職しつつ、前々から習いたかった Hip Hop ダンスを本格的に始める。 

 

２００３年に生で観た Elite  Forceの Link と Stretch（NYのオリジネーター）に強い衝撃を受け海

外への強い思いを抱く。 

 

２００４年 フィラデルフィア Illadelph Legend Festivalに参加するため単身渡米。 

８年続けた OL しながらのダンスする生活に終止符、退職。 

 

２００５年、２００６年に NY短期ダンス留学。 

 

帰国後もバトルに参戦したり、初期ダンスアライブ Freestyle、Hip Hop部門で両部門ともベスト８。 

市内のバトルでは数多くの優勝、入賞など。 

 

フランス Juste Deboutバトルに参戦したり、近年は LA短期ダンス留学もしつつ、海外ダンサーか

らの影響を受け続ける。 

 

世界的プロダンサーの Linkや Loose Joint,Soul Brooklynなどの海外ダンサーのワークショップな

ども地元で行うなども活動もする。 

 

２０１７年 一般社団法人 浜松市認定 ヨガインストラクター資格取得。 


