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■自己紹介をお願いします。
　9ueen#zのリーダーです。主にダンサーとして活動していてたまにモデルの仕事もしています。ダンスでは振付が好きなのでコレオグ
ラファーとして活動している事が多いです。9ueen#zの振付はメインで行っています。
■チーム名「9ueen#z」の由来はなんですか？
　「９」という数字には終わりがなく上がり続けるという意味があります。読みはクイーンズで、ダンス界の女王になれるよう、このチーム
名を背負っています。
■今回、初めてのチームワークショップという事でしたが感想はいかがですか？
　すごく楽しかったです。皆も楽しそうでよかったしテンションが最高でした。今回、私たちがワークショップをとおして伝えたかったの
は音楽とちゃんと繋がるようなダンサーになってほしいという事です。たとえば「この曲じゃなくてもいい振付」ではなくて、その曲にしか
ないアプローチがあって言葉では上手く言えないんですけど、音楽とダンスが繋がった時、それが一番かっこいいと思ってます。
■ダンスのシューティング映像を定期的に配信していますがこだわりなど教えてください。
　私たちがショーケースだけでなくシューティングにも力をいれていのは自分達のかっこいいと思っている事を沢山の人に知ってもら
いたいからです。映像もまた私たちの表現したい音楽とダンスのイメージだったり、ファッションや視覚的なセンスなどが表現できるも
のだと思ってこだわって作っています。チームのYoutubeアカウントに定期的に動画をあげているので是非、チェックしてください。
■コンテストにもたくさん参加されていますね。
　コンテストに挑戦し続ける理由は自分達にしかないスタイルで戦いに挑むことによって自分達の可能性を広げたいからです。負けて
しまうのは正直、怖いという気持ちもありますが、それよりも得るものがたくさんあるのでチャレンジし続けています。だから挑戦を悩ん
でる方たちには必ず挑戦して欲しいと思います。ダンスに対する気持ちや取り組む姿勢が変わると思います。
■応援してくれる皆さんにメッセージをお願いします。
　9ueen#zを応援してくれてる人達の中にはダンスの部分だけじゃなく、私達のファッションとかヘアメイクとかそういうダンスじゃない
部分でもフォローしてくれてる人もたくさんいて、ダンサーだけじゃなく一般の方にも受け入れられるようなチームになっていきたい。
　ダンスチームではなくダンスアーティストみたいな感じでダンス、ファッション、音楽など新しい事を常に発信していきたい。
　そして女性に夢をもってもらえるような存在になれるよう何事も遊びだけじゃなく全力で挑戦したいと思ってます。いつもたくさんの
方達に支えてもらっているので、これからも日々感謝の気持ちを忘れずに頑張っていきますのでこれからもよろしくお願い致します。
■ありがとうございました。

数々のコンテストの入賞、個々ではファッションモデルやバックダンサー、コレオグラファー等、多岐に活躍。ダンスのみならずそ
のファッション性や音楽性、シューティング映像など、常に最先端を発信しつづける関西を代表する唯一無二のフィメールチーム
「9ueen#z」のリーダー、Kahonnaにインタビュー。

9ueen#s Youtubeチャンネル
▶▶▶https://www.youtube.com/user/kahonnavz1

Kahonnaレッスン情報▶▶▶
ソウルアンドモーション大阪ダンススタジオ
木曜18:00-19:30 HIPHOP
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。雑誌「nuts」専属モデルファイナリスト / オドリンピック 優勝 / popcorn関西大会 優勝

CIMBA 振付&バックダンサー / 佐藤広大 振付&バックダンサー / AISHA 振付&バックダンサー、ほか

写真左からOmiho/ Kahonna / Onana / SERENA

DANCE TEAM
INTERVIEW

9ueen#z



本格的な音響システムにステージ照明は全LEDであらゆる場面に対応。常設のステージにはプロジェクター完備。デザイナーズ設計のオシャレな空
間はさまざまなエンターテイメントの演出を可能にします。ブライダル二次会をはじめ、ボーカルライブやダンスイベント、撮影スタジオ、舞台稽古、
企業プレゼンテーションなどなど多目的にご利用いただけます。皆さまの思い出に残るひとときを。あらゆる可能性を実現するスペース 「BLOCK」。

コスプレパーティー
ハロウィーンイベント
ライブイベント / ダンスイベント
トークショー / ファンミーティング
フィットネス利用
モデルウォーキング
「フラメンコ」講座会
企業様業績表彰会
よさこいイベント
ミュージックビデオ撮影
企業プレゼンテーション
ビジネス交流会、ほか多数

ご利用事例
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※W.O.D / Body Rock...ともにアメリカで開催の有名ダンスコンテスト　※Legend Tokyo...東京で開催の大人数ダンスコンテスト

■自身の所属するチーム「D-BURST」、「Rook A Tribe」について教えてください。
　D-BURSTは昔からしていて今年で9年目になります。コンテストやショー、バトルなどストリートダンスをメインに活動しています。　　 
　Rook A Tribeはダンスを武器にダンスの概念をこえたような事をしていきたくて、舞台や大人数でしかできないショー、さらにはメデ
ィアを含んでダンスだけにとらわれずエンターテイメントな活動をしていきたいチームで現在は8名です。現在、Rook A Tribeでは毎週
水曜に梅田BLOCKでレッスンをさせてもらっているのですが、それはRook A Tribeの新メンバーを発掘する為の育成のレッスンです。
　今後、いろんな事を実現する為にはもっとメンバーが必要で、誰がリーダーとかではなく皆それぞれが活躍できるチームを作りたい。
■今は第1期だと思うんですけどかなりの大人数が参加されていますが手応えは？
　とても感じています。一期生は半年間のプログラムなのですが下は10歳から上は23歳くらいまで、30名以上が参加してくれてます。
　通常のレッスンではなく皆、Rook A Tribeに入るという気持ちで必死に頑張ってるので僕たちも刺激をもらっています。レッスン内容
はHIPHOPとHOUSEがメインですが僕たちはいろんなジャンル（LOCK、POP BREAK等）が出来るのでジャンルにとらわれず、ダンスにと
って大事なものを追求しているレッスンです。そのほかグループレッスンや座学などより実践的なものも取り入れています。
■今後、第2期、3期と募集は続けていくものなんですか？
　はい。半年プログラムなので次回は8月から9月頃にかけて第2期の募集をしていくのでSNSやRook A Tribeのホームページ等、チェッ
クしてください。メンバーを集めてWODやBody Rock、Legend Tokyo※などいろんな世界的な事に挑戦したいと思ってます。
■SHO-TAさんは国外での大会でも活躍されていますが世界で踊って感じた日本と海外の違いを教えてください。
　海外ではダンスそのもの自体が一般人に受け入れられているといった印象です。たとえば日本だと街中で踊ったら、珍しかったり、時
には冷たい目で見られる事もあるけれど、海外だったら見ている人も一緒に盛り上がったり、楽しそうみたいな感じで見てくれたり。
　それとストリートダンスとメディアがすごく近いと感じます。だから海外のコンテストとかすごく出たいと思います。自分たちの武器が
より受け入れられている場所って僕らにとっては嬉しい限りなんで、それをRook A Tribeで実現したいです。
■そうなんですね。今後の夢や目標を教えてください。
　ダンスでの最終の夢は90年代のHIPHOPアーティスト、Snoop Dogg、A Tribe Called Quest、Busta Rhymesとかあのゴールデン世代
の人たちのPVに出演したいです。目標は世界タイトルをとることだったりダンスを一般の方にたくさん発信していく事もしたい。
　自分がプロデュースしているアパレルブランドも有名にしたいしテレビに出て有名になりたいしほかにもたくさんあります。それにむ
かってしっかり行動を起こしていきたい。ダンスだけにとらわれず、もっといろんな事に挑戦してもっといろんな事を知ってみたい。
　誰になにを言われてもいいから好きなことを真剣に全力でやりたい。それで死ぬ方がまだいいかな。気を使って苦しくて長生きする
くらいなら好きなことしまくって否定されて死んだ方がいいかなって。
■ストイックですね。
　よく遊んだ方がいいとか言われるけどダンスもアパレルも今している事は全部、自分の中では遊びでまったく苦な部分はないです。
■これからますます楽しみですね。最後にこれからの世代にメッセージをお願いします。
　いろんなことを見て、いっぱい経験をしてください。そして憧れの人がいたらその人の今だけじゃなく今までの道のりを見てほしいで
す。人間観察してください。そうする事によって視野も広がっていろいろと繋がっていくと思います。親の背中を見て育つとかいうように。
　自分もそんな背中を見せれるようにこれからも頑張っていくので皆さん、一緒に頑張りましょう。

DANCE ALIVE HERO'S FINAL 2018 BEST4
JAPAN DANCE DELIGHT FINALIST

SDK ヨーロッパ優勝 / YO IT'S FREE in 中国優勝

幼少期からダンスをはじめダンスコンテストにソロバトルなど国内外問わず数々のタイトルを獲得する人気、実力を
兼ね備えたダンサーである。

SHO-TA （D-BURST / Rook A Tribe）

DANCER
INTERVIEW

SHO-TA



■KRUMP（クランプ）について教えてください。
　KRUMPはロサンゼルス発祥の踊りで誕生してまだ10数年とダンスジャンルとしては新しいですが今や世界各国に広がっています。
　互いの高め合いの中でのセッションがメインでほかはバトルがよく見られます。バトルは通常のバトルもありますがFAMの名前をか
けたバトルや全員に認められる為のパックアウトと呼ばれるものなど多々あります。FAMの名前というのは同じFAMであれば同じ名前
を持っていて、たとえば自分はX ONE FAMのBIGなのでKRUMPネームはBIG X ONE、またはX ONE。ほかのFAMメンバーはTwin X ONE、
Boi X ONE、Rowdy X ONE、Jr X ONE、Lady X ONEというように同じ名前を持っていてFAM=家族のように強い絆で結ばれています。
　誇りや意地などをかけて戦ったり、感情を表現して極限まで追い込んだり、高め合ってセッションで楽しんだり、それぞれの向き合い
方があってKRUMPは最高ですよ。オリジネーターはTight Eyez（タイトアイズ）とBig Mijo（ビッグミホ）です。
■今回のロサンゼルスはいかがでしたか？
　過去に何度もいっているのですが今回もまたとても濃い内容の旅となりました。たくさんのバトルやセッションにも参加する事がで
きて充実していました。特に印象的だったのはBEAST CAMPとDC SESSIONでした。

今回、はじめてFAMのメンバーであるLady X ONEと一緒にLAにいったのです
が彼女が尊敬してやまないJAJAというフィメールKRUMPERに名前をもらえる機
会がBEAST CAMPの中でありました。PACK OUTといってその場にいる全員を相
手にしてそこで認められないといけないものでした。そこには大勢がいて彼女
は一人で全員とバトルしていってその中に自分もいました。1時間ほどのバトル
を経て、彼女は見事、JAJAの持つFAMの名前「RawBot」を持つ事となりました。
Lady X ONE / Merunka tha RawBotとなり、これからまた世界に繋がる成長を
見せてくれる事でしょう。本当におめでとう。
　1時間あたりを大勢で1人に対してバトルというと過酷とか厳しいとか感じる
と思いますがそこにはとても愛があって気持ちと気持ちがぶつかって素晴らしく
美しい空間なんです。皆の真剣が自分もその中にいながら感動しました。
　昔からLadyの事も見てますが本当に最高だったなと思います。PACK OUTが
終わってからは皆でケーキを食べたり、続けてセッションするメンバーがいたり
笑えるくらいのオフさでそれもまたよかったです。
つぎに印象的だったのはDC SESSION。Demolition CrewのFuddというOGメン
バーを中心に開催されているのですが何年たっても変わらずにライフスタイル

東方神起 「DIRT」振付、
JDD FINALISTほか多数

DANCER
INTERVIEW

関西を代表するKRUMP FAMILY「X ONE FAM（読み＝クロスワンファム）」のビッグであり日本のKRUMP創世記時代からシーン
を牽引してきた一人、MUSCLEがロサンゼルスにて数々のバトルやセッションに参加し帰国したばかりとあって話を聞いてみた。

国の違い、言葉の壁、そして世代を越えて通じあえるダンスは
世界共通言語だと思っています。

MUSCLE
（X ONE FAM） 

※JAJA...IaMmEやWOD All Star、ABDC6優勝などKRUMPのみならず活躍しているフ
ィメールKRUMPERを代表する一人。数多くのKRUMPバトルでも優勝している。

BEAST CAMP  @Inglewood CA

バトルイベント「THE GUILD」  @Oceanside CA

バトルで対戦したUnKnownと



の一部のような雰囲気の大好きなセッションでした。この夏に大阪にFUDDらを招いたKRUMPイベントが開催される予定なのでお楽し
みに。また詳細は決まり次第、FAMのメンバーや自分のSNS等でお知らせするのでチェックしてください。
　あと衝撃的だったのはKRUMPのオリジネーターであるTight EyezとBig Mijoに会えた事、そしてセッションで何ラウンドも一緒にシェ
アできた事です。レジェンド達との時間は最高でした。
■充実した旅だったのですね。L.A.に行きたい人におすすめのポイントはありますか？
　宿泊はいつもは違うエリアだったのですが今回、初めてノースハリウッドのシェアハウスに泊まる事になって、そのあたりには有名な
ダンススタジオ（Millennium、ML、Debbie）等が集中しているので人気のレッスンを受けたい人とかにはとてもオススメな場所ですね。
　自分はKRUMP目的で行くので各セッション場所は離れてる事も多い為、移動はレンタカーを借りていますが、そうでなければ大抵の
ところはレンタカーを借りなくてもUberという配車サービスで十分かと思います。ただ広大なL.Aでは車があるととても便利なのでもし
余裕のある方は是非、車をゲットしてください。ハイウェイも基本的には無料なのでどこへでも行けますよ。
■KRUMPの魅力とはなんですか？
　鏡のようなもので自分に正直になれる事です。だから落ち込んでいる時もそれが踊りに出ますし、まわりからパワーをもらって限界か
らさらに昇華させるBUCKな部分も自分に向き合ってはじめて出せる部分なので、自分に嘘がつけないところが好きですね。ほかにもた
くさんありますがKRUMPに限らずダンス全般にいえる事で、仲間だったりシェアする環境だったり、ダンスを通していろいろな壁を越え
て繋がれるのが一番の魅力だと思います。今回の旅でもおかげで多くの方と触れ合う事が出来ました。セッションやバトルを共にすると
さらに距離が近くなります。国の違い、言葉の壁、そして世代を越えて通じあえるダンスは世界共通言語だと思っています。
■これからKRUMPをはじめてみたい人にメッセージをお願いします
　今では多くのメディアでKRUMPを見る事が出来るようになりました。多くのアーティストがKRUMPを取り入れています。マドンナやビ
ヨンセ、韓国ではBIG BANG、日本ではLDHアーティスト、自分も東方神起の楽曲にKRUMP振付で担当させてもらう程、メジャーシーンに
も広がりジャンルとしても大きく確立しています。自分がやりはじめた頃には想像できなかった今があります。これだけ広がった今でも
10数年前と変わらずオリジネーター達はセッションに集いライフスタイルのようにセッションをしています。そこにはまったく初心者の
方が参加したりもしていてダンス歴も年代も関係なくシェアできるジャンルなので、これからはじめたいと思う皆さんも難しく考えずに
飛び込んでみてください。KRUMPは派手な動きが目立ち一見、難しそうですがしっかり基礎から学んでいくと楽しいですし、それが一番
の上達の近道だと思います。一緒に楽しみましょう。そして皆で想像できなかった未来を創っていきましょう。

MUSCLEレッスン情報▶▶▶
水曜18:00-19:00 KRUMP超入門
X ONE FAM週替わり講師レッスン情報▶▶
土曜19:30-21:00 KRUMP
ソウルアンドモーション大阪ダンススタジオ

muscle_xone KRUMPを創ったオリジネーターであるTight EyezとBig Mijo

ハイウェイ

DC SESSION  @Inglewood



最高のダンスエンターテイメント「BLOW」のナンバーエディションがまた帰ってくる！
7月 15 日（日）梅田ピカデリーにて開催決定！！！

ゲストショーケース第一弾には東京から今、最も注目されるダンサーの一人「AKANEN」
によるスペシャルなパフォーマンスも決定！

最高の空間で仲間と一緒に振付師の世界観を存分に表現し、新たな旋風（BLOW）を巻きおこそう！

最高のダンスエンターテイメント「BLOW」のナンバーエディションがまた帰ってくる！
7月 15 日（日）梅田ピカデリーにて開催決定！！！

ゲストショーケース第一弾には東京から今、最も注目されるダンサーの一人「AKANEN」
によるスペシャルなパフォーマンスも決定！

最高の空間で仲間と一緒に振付師の世界観を存分に表現し、新たな旋風（BLOW）を巻きおこそう！

AKANEN
■SPECIAL GUEST SHOWCASE■

（from TOKYO）
AKANEN

（from TOKYO）

■GUEST SHOWCASE■
Rook A Tribe / 9ueen#z / That Crew

RIKO & MIZUHO
■NUMBER SHOWCASE■

HONOKA / kahonna / Kahonna Pickup / KAISEI / KYOKO / luce
MIKO / MiNE / nackey / Nanako / NATSUMI / Ria / RIKO&MIZUHO / 
SaYa / SERENA / TERUPOP / TOMOKO / ももやん×楓 number

www.soulandmotionosaka.com

13時開場 / 19 時終了（予定）多少の変更の可能性あり



出演ナンバー&コレオグラファー募集中

www.soulandmotionosaka.com

テレビ大阪での番組
オンエア映像はこちら

【AKANEN】プロフィール

東京を拠点に活動。NY.LA でダンスを学び独自のスタイルを見出す唯一無

二の世界中から注目されているダンサーである。

（バックダンサー）SMAP / 剛力彩芽 / BoA / 加藤ミリヤ、ほか多数

（振付）Boyfriend「恋の魔法」 映画主題歌 / Happiness「Juicy Love」 

倖田來未「D.D.D」「Shake It Up」Live / GEM 「Fly now」 / Luna f(x) solo 「free 

somebody」 今では中国、韓国、シンガポール、オーストラリア、インド、

スペインなど世界に飛びワークショップなども行っている

（募集要項）5名以上からなるナンバー / 持ち時間 5分以内 / 全年齢対象（幼児除く）
（出演者参加料金）出演費…12,000 円 ( 内訳 ... 本人分チケット 3,000 円＋チケットノルマ 3枚 )
※実質、本人分の入場チケットで出演可※入場時 1ドリンク代 700 円 別途要
（申し込み方法）申し込み希望の振付師（または代表者）は件名に「BLOW出演希望」、本文にグループ名、LINE ID（任意）、連絡
先電話番号を明記の上 blow@soulandmotionosaka.com までメールしてください。LINE IDをお持ちの方はそちらも明記ください。
詳細設定と案内を返信させていただきます。

イベント終了後、プロのカメラマンによるパフォーマンス映像はソウルアンドモーション大阪の Youtube チャンネルにて公開予定



Naomi
（That Crew）

MaYumi
（GOOFY / Gamut quake）

Kanoko
（KanaKanoko）



沖縄予選大会

STARZキッズダンスコンテスト全国決勝
SPROUTキッズタッグバトル全国決勝
STARZキッズコンテスト決勝
NEW GENERATION 2018

@Diamana

@梅田BLOCK

@DOUBLE LOCAL RESORT

@エンポリアム

@WESTERN WORLD @SOUND BAR RAD

@パルティッタ（大阪）

info@sprout-ent.com

12年目の全国大会
地区予選大会
参加者大募集

12年目の全国大会
地区予選大会
参加者大募集

新たな可能性がSPROUT（発芽）する！

豪華ゲスト、屋台、ショーケース、ライブほか



www.soulandmotionosaka.com

2018年５月号 no.2

ダンスプラウトは大阪梅田から発信する
フリーストリートダンスマガジンです。
　本誌に取り上げてほしい事、取材してほ
しいお店、やってほしい企画などありまし
たらお気軽にお問い合わせください。

ダンスプラウトの取扱店を募集中！！
ご連絡いただければ希望部数を発送致します。
その後毎月、新刊をお手元にお届け！！
まずはお気軽にお問い合わせください。

※現在、個人用定期購読は受け付けておりません。大阪市北区の企業、店舗のみ対象となりま
すので予めご了承ください。ご意見、ご感想、広告掲載のお問い合わせはこちらから。
株式会社スプラウト
〒530-0026　大阪市北区神山町1-15 トラストビル1階　ソウルアンドモーション大阪
■TEL　06-6365-6288 ■Mail　info@sprout-ent.com
■HP　www.soulandmotionosaka.com

設置取扱店募集中! 費用一切無料
お問い合わせ
info@sprout-ent.com

soulandmotion_osaka

ソウルアンドモーション大阪Youtubeチャンネル
▶▶▶https://www.youtube.com/samosaka

過去イベントがテレビ大阪にて放送されました
「GYAO」「THE CHOREOGRAPHER」で検索。
「GYAO」「SPROUT」で検索。で無料視聴可能。



写真

会場 : ピカデリー梅田
日時 : 2018年7月15日(日) 開場 13:00（予定）
観覧 : 前売り 3,000円  / 当日3,500円
ゲスト / AKANEN（from 東京）ほか
詳細 : http://www.soulandmotionosaka.com

会場 : 梅田BLOCK / 大阪市北区神山町1-15 トラストビル5階
日時 : 2018年7月29日(日) 開場 12:00 開演 12:30 終了18:00頃
参加費 : 1,500円（SNS割）/ 観覧 2,000円
審査員 / NAOMI (That Crew)/ MaYumi(GOOFY)/ Kanoko
詳細 : http://www.sprout-ent.com/sparky

大人数ナンバーショーケースイベント「BLOW」が7月15日（日）梅田ピカデ
リーにて開催！！最高のステージで仲間と一緒に踊ろう！！
出演振付師、およびナンバーショーケース、出演者大募集中。
（募集要項）5名以上からなるナンバー、およびダンスチーム 

大盛況で幕を閉じた「BLOW」のナンバーエディションがまた
帰ってくる！ダンスシーンに新たな旋風（BLOW）を巻きおこす！

7.29 Sun SPARKY7.15 Sun BLOW

2018

ダンスをはじめて間もないチーム、コンテストにはじめて挑戦してみたい方
への第一歩を応援する次世代発掘イベント。それが『SPARKY』☆
3歳から中学生まで参加可能。ダンスコンテストで入賞経験がないメンバー
のみで構成されたチームのみエントリーできるキッズダンスコンテスト。

初心者限定のキッズダンスコンテスト『SPARKY』
7月29日(日)梅田BLOCKにて開催決定☆

8.26 Sun SPROUT&STARZ

会場 : 梅田BLOCK / 大阪市北区神山町1-15 トラストビル5階
日時 : 2018年8月26日(日) 開場 12:00 開演 12:30 終了18:00頃
参加費 : エントリー、観覧ともに 2,000円
審査員 / SHO-TA（D-BURST）ほか、
詳細 : http://www.sprout-ent.com/sparky

日本最大のキッズタッグダンスバトル&全国キッズチームダンスコンテスト
の大阪大会が8月26日（日）に梅田BLOCKにて開催。
最終地区予選会場となる大阪大会では決勝進出権はなんと合計「16枠」！！
全国のキッズダンサー達、新たな可能性をSPROUT（発芽）させろ！！
コンテスト&タッグバトルともに参加者大募集中！！

12年目をむかえるキッズダンスコンテスト『SPROUT』
8月26日(日)大阪地区予選大会開催決定☆

11.4 Sun NEW GENERATION

会場 : パルティッタ / 大阪市住之江区北加賀屋4-1-55
日時 : 2018年11月4日(日) 開場 12:00
観覧 : 前売り 3,000円  / 当日3,500円　別途1ドリンク要
ステージ寸法...横幅9.0m×奥行6.0
詳細 : http://www.soulandmotionosaka.com

ソウルアンドモーション八尾スタジオのミニ発表会が11月4日（日）に開催。
　パルティッタで開催されるSPROUT内にて「NEW GENERATION」の
ステージが登場。屋台あり、音楽ありのお祭り感覚でダンスを楽しもう。
　出演参加者募集中。詳しくはソウルアンドモーション八尾のHPにて。
（出演費）7,000円　当日1ドリンク代500円別途要

11月4日（日）ソウルアンドモーション八尾スタジオミニ発表会
「NEW GENERATION」開催。参加者募集中。

EVENT SCHEDULE
6.10(日)
6.22(日) 
7.14(日)
7.15(日)
7.29(日)
8.26(日)
11.4(日)
11.4(日)

Kahonna & Junna ワークショップ @ソウルアンドモーション大阪
RIKO&MIZUHOワークショップ @ソウルアンドモーション大阪
AKANENワークショップ @ソウルアンドモーション大阪※定員につき受付終了しました
大人数ナンバーショーケースイベント「BLOW」 ※下記参照
SPARKYキッズダンスコンテスト ※下記参照
全国キッズダンスイベント「SPROUT」&「STARZ」大阪最終地区予選大会 ※下記参照
「SPROUT」&「STARZ」全国決勝大会 ※下記参照
「NEW GENERATION」 ※下記参照

ソウルアンドモーション大阪

大阪最終地区予選大会



www.soulandmotionosaka.com

大阪府八尾市本町 5-1-3 
グランフェル八尾 2階 072-970-6666近鉄八尾校
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