2020 年 8 月 22 日
報道関係各位
株式会社 USEN-NEXT HOLDINGS

プロダンスリーグ「D.LEAGUE」、当社チーム
「USEN-NEXT I'moon」のメンバー10 名を正式決定！
株式会社 USEN-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長 CEO：宇野 康秀、以下、当社）がリー
グ加盟しているプロダンスリーグ「D.LEAGUE」において、本日 8 月 22 日、当社チーム「USEN-NEXT I'moon（ユーセンネクスト
アイ・ムーン）」のメンバー10 名を正式に決定しました。

リーグ唯一のガールズグループ「USEN-NEXT I'moon」。応募者数約 500 名の中から、世界的に活躍するチームディレクター
Ruu がオーディションによって選抜した、平均年齢 17 歳のメンバーによって構成されています。
10 名のうち、D.LEAGUE のステージに立てるのは、たったの 8 名。ベストパフォーマンスを披露できるメンバーだけがステージに立つ
ことができる入れ替え制を採用します。
メンバー同士、競い合い、助け合い、切磋琢磨しながら成長していく姿に乞うご期待ください。

「USEN-NEXT I'moon」公式サイト：https://home.dleague.co.jp/teams/thrd/
「USEN-NEXT I'moon」公式 Instagram：https://www.instagram.com/imoon_usennext
「USEN-NEXT I'moon」公式 Twitter：https://twitter.com/imoon_usennext
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以下、ディレクターとメンバーの<経歴>と D.LEAGUE にかける<意気込み>となります。

■Ruu（ディレクター）
<経歴>
2016 年、世界最大コンテスト WORLD OF DANCE で日本人初優勝、翌 2017 年 2 連覇
を果たす。
Britain's got Talent、Asia's got Talent、インド国際映画祭など世界各国でパフォーマンス
を行う。
振付したアーティストは、AKB48、IZ*ONE、GFRIEND、fromis-9、日向坂 46。その他舞台
やミュージカルも手がける。

<意気込み>
ダンスを頑張る全ての方にとって将来の夢にしていただけるようなチームにしていきたいと思っていま
す。また、日々の努力でメンバーが成長していく様子にも注目していただきたいです。ここからがスタ
ートなので、みなさまに応援してもらえるチームになるように全力で頑張ります。
応援よろしくお願いします！

■Rina（リーダー）
<経歴>
現 19 歳。4 歳からダンスを始める。15 歳のときに WORLD OF DANCE 世界大会に
Fabulous sisters として出場し日本人初優勝。Britain's Got Talent、Asia's Got
Talent、フィリピン番組 Your Moment、AbemaTV GENERATIONS 高校 TV、テレビ朝日
ダンス-1 グランプリ、NHK 紅白歌合戦、日本テレビ行列のできる相談所に出演。

<意気込み>
「USEN-NEXT I’moon」のリーダーに就任させていただく Rina です！D.LEAGUE に参戦でき
ることをとても嬉しく思います。新たな挑戦で緊張もしますが、ベストを尽くせるよう努力を怠らず
日々邁進していきたいと思います。D.LEAGUE を通して沢山の人にダンスの魅力や楽しさをお届
けします！みなさまから応援していただけるチームとなるよう私たちらしく精一杯頑張ります！
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■Ami
<経歴>
現 20 歳。8 歳の頃、コナミスポーツクラブでチアダンスを習い始める。ジャパンチャレンジにて、チアダ
ンスチームで準優勝を果たす。発表会で見た HIPHOP に憧れ、習い始める。2013 年、CODEV 武道館ライブキッズバックダンサーに出演。翌年、DANCE CLUSH ジュニア部門ダンスチームで
優勝。高校卒業後、日本工学院ダンスパフォーマンス科へ進学。同時期に、インストラクターを始め
る。在学中には、チアダンス選抜メンバーとして活動。バックダンサーや、振付師の経験を積む。その
後、AbemaTV の田中圭 24 時間テレビ出演、また、E-fesAward2019 では優勝をおさめる。

<意気込み>
D.LEAGUE では、日々精一杯努力し、自分のスキルを上げメンバーと力を合わせて優勝を目指し
ます！

■HINA
<経歴>
現 19 歳。6 歳から地元のダンススタジオに通い始め、ダンスとアクロバットを習う。
12 歳の時、翌年他のジャンルにも興味を持ち、スタジオキャレスに通い Girls HIPHOP を習いなが
らアーティストコースに所属する。ナンバーワンサマーフェスタにて準優勝、THE FUTURE で優勝す
る。15 歳の時に EXPG STUDIO に通い始め、LAB PRO のメンバーに選ばれる。三代目 J
SOUL BROTHERS、E-girls、EXILE のサポートダンサーとして LIVE に出演している。
また、NHK 番組歌コンに 2 度出演する。

<意気込み>
D.LEAGUE では全くわからないことばかりですが優勝できるように頑張ります！

■Saki
<経歴>
現 19 歳。母がダンスの先生をしている影響を受け、7 歳でダンスを始める。10 歳で bj リーグプロ
バスケットボールチーム富山グラウジーズ専属ダンスチーム gow に所属。2016 年 B リーグに変更
後、GOWelite として 5 年活動する。プロバスケットボールオールスターゲーム 2019 では、加藤ミリ
ヤ、SWAY のバックダンサーとして出演する。a-nation2019 では、オープニングダンサー、東方神
起サポートダンサーとして出演する。

<意気込み>
D.LEAGUE では、経験したことのないことがたくさんあり、不安も多いですが、常に上を目指してチー
ムのみんなと最高のパフォーマンスをしたいです！
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■HARUKA
<経歴>
現 19 歳。小学 1 年生の時近所にあるダンススタジオに体験入学へ行ったのがきっかけで、ダンス
を習い始める。FREESTYLE、SOUL、WAACK、POP、LOCK と色々なジャンルに挑戦。
12 歳のときに、TRUE SKOOL で 3 位に入賞、中学生からは姉と 2 人でユニットを組み多数の
大会に出場。19 歳で、gpSTUDIO に通い始め、K-POP ダンスを習い始め現在に至る。

<意気込み>
JAZZ 系のダンスは今まで経験がないので不安や緊張もありますが、チームで協力して優勝を目
標に頑張ります！

■HONAMI
<経歴>
現 17 歳。3 歳の時に Glitter Smile で Girls HIPHOP を習い始める。中学 3 年生の時に
STUDIO ZOO にて JAZZ、JAZZ HIPHOP、FREE Style、バレエなどに挑戦。高校でダンス
部に所属し、1 年生の時に日本高校ダンス部選手権 DANCE STAD!UM で全国出場する。翌
年、Legend UNIVERSE にゆたぴナンバーとして出演し、コレオグラファー賞を受賞。同時期に
VOGUE というジャンルのダンスに出会い、BABY VOGUE 初出場で初優勝する。

<意気込み>
D.LEAGUE では、自分にできることを精一杯頑張り、チームのみんなと優勝を目指したいです！

■HoNoKa
<経歴>
現 17 歳。4 歳からダンスを習い始める。エイベックスダンスマスター川崎校に通い始め、a-nation
に出演。小学校 6 年生からは EXPG studio に通い、EXILE TRIBE、E-girls、三代目 J
Soul Brothers、EXILE のサポートダンサーとして全国ツアーに回る。音楽番組や MV にも多数
出演。中学 3 年生の時、ダンスを極めるため、ロサンゼルスで行われる VIBE ダンス世界大会ジュ
ニア部門に参加し、準優勝をおさめる。

<意気込み>
自分のパフォーマンスでたくさんの人を魅了して元気を与えられるようなアーティストになりたいと夢描
くようになりました。夢を叶えるためにも、Ruu さんの元でダンスに磨きをかけ、チームのみんなと優勝
を目指したいです！
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■Hanako
<経歴>
現 16 歳。姉の影響で 2 歳からモダンバレエを始め、11 年間習う。中学ではダンス部に所属し
JAZZ や HIPHOP、バレエなど様々なジャンルにチャレンジする。3 年生で、ダンス部の部長を務
める。同時期大好きなダンスに磨きをかけたいと思い、TOKYO STEPS ARTS ダンススクール／
NOA ダンスアカデミーに通い始め、JAZZ をベースとした JAZZ FUNK や JAZZ HIPHOP を本
格的に習い始める。
2020 年発売「Route246」（乃木坂 46）では、振付アシスタントを務める。

<意気込み>
まだダンス経歴は浅いですが、その分負けず嫌いな性格を生かし、自分自身のダンススキルをあげ
られるよう頑張ります。そして、チームメンバーと共に高め合い、優勝を目指します！

■Maari
<経歴>
現 15 歳。姉と一緒に 7 歳から、JAZZ HIPHOP を中心にダンスを習い始める。通い始めたス
クールにて、チーム名 gemini★のリーダーに抜擢され、全国大会二冠、KING ダンスコンテスト
優勝など数々の成績をおさめる。また関ジャニ∞や、きゃりーぱみゅぱみゅ、NU'EST（札幌公
演）のバックダンサーとして活動し、新聞やテレビにも出演したくさんの経験を得てきた。

<意気込み>
D.LEAGUE では会場を圧倒できるようなパフォーマンスをし、チームのみんなで優勝を目指した
いと思います！

■KAREN
<経歴>
現 15 歳。5 歳の時、バレエの舞台を観に行き、自分も同じように舞台で輝きたいと憧れを抱き
ダンスを始める。小学 3 年生の時、雑誌 DANCE STYLE KIDS の 2 代目 EM♡ODEL
（ダンサーモデル）として活動。その後ファッションブランド CHEER のダンサーモデルとしても活躍
し、数々の MV に出演する。中学生になり、Fabulous Sisters として活動を開始。ロサンゼル
スで行われた、WORLD OF DANCE に出場し、優勝する。舞台や、NHK 紅白歌合戦
（2018）などに出演。Britain's Got Talent、Asia’s Got Talent を初め、多数出場。

<意気込み>
D.LEAGUE では、今まで以上にダンスと向き合い、自分を高めメンバーと共に優勝を勝ち取りた
いと思います！
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D.LEAGUE は来年 1 月 10 日（日）に開幕します。「USEN-NEXT I'moon」公式サイトでもさまざまなコンテンツをアップして
いきますので、メンバー並びにディレクターの今後の活躍にぜひご期待ください。

■関連サイト
【D.LEAGUE 公式サイト】
https://home.dleague.co.jp

【株式会社 USEN-NEXT HOLDINGS コーポレートサイト】
https://usen-next.co.jp

<ニュースリリース>
日本発世界へ！プロダンスリーグ「D.LEAGUE」に USEN-NEXT HOLDINGS がチームオーナーとして加盟！チーム名「USENNEXT I'moon」とロゴを決定
https://usen-next.co.jp/newsrelease/2020/08/hd-dleague.html

【報道関係者からのお問い合わせ先】
株式会社 USEN-NEXT HOLDINGS
広報部 滝口、永野
TEL：03‐6823‐2010

E-MAIL：unhdpr@usen-next.jp
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