PRESS RELEASE

株式会社アノマリー

情報配信日：2020年3月16日(月)11：00

春到来！決勝大会せまる！
ストリートダンス界を代表するシードダンサー12名が決定!

『マイナビDANCE ALIVE HERO’S 2020 FINAL』
シードダンサーの紹介ムービーも本日より公開
■日時：2020年4月26日(日) / ■開場：11時00分 ■開演：11時30分 / ■会場：両国国技館
株式会社アノマリー(本社：東京都渋谷区、代表取締役会長兼CEO：神田勘太朗)は、2020年4月26日(日)に両
国国技館で開催される国内発信の世界最大級ストリートダンスイベント「マイナビDANCE ALIVE HERO’S
2020 FINAL(マイナビダンス アライブ ヒーローズ ニセンニジュウ ファイナル)」に出場する12名のシードダン
サーが決定したことをお知らせいたします。

■「マイナビDANCE ALIVE HERO’S 2020 FINAL」に出場するシードダンサーとは
「マイナビDANCE ALIVE HERO’S 2020 FINAL」に出場するシードダンサーは、各地で開催された予選大会
を勝ち上がったFINALISTとは別に、ストリートダンス界における近年の功績やダンスシーンに与えた影響力か
ら、運営実行委員会によって選出されます。
HOUSE / BREAK / HIPHOP / ALL STYLESそれぞれのスタイルごとに3名ずつ計12名を選出。選出されたダ
ンサーは、国内外の大会で優勝実績のある方や、新しいスタイルのパフォーマンスを生み出した方など、スト
リートダンス界を代表する有名なダンサーばかりです。4月26日(日)に行われる「マイナビDANCE ALIVE
HERO’S 2020 FINAL」で、メインとなるマイナビステージでの１on1のダンスバトルに登場し、FINALISTと熱
い戦いを繰り広げます。
シードダンサー決定に伴い、彼らをフィーチャーした紹介ムービーを本日よりYouTube及び公式SNSで公開
します。(URL：https://youtu.be/4gyTSqvB8oM)

■シードダンサー紹介
■HOUSE部門(A to Z)
HERO(至芸)：風貌、雰囲気、卓越したスキルを持つHOUSEダンサー。97年にHOUSEダンスに出会って以
来、数々のコンテストで優勝成績を残す。その活躍は日本国内にとどまらず、世界各国のバトルでも優勝
経験を持つ。現在は指導者としても活躍しており、小学校の授業でダンス指導も行っている。
KAZANE(LUCIFER)：4歳でダンスをはじめて以来、国内外を問わず数々のダンスコンテストで優勝経験
を持つ。舞台演出やコレオグラファー、バックダンサー、インストラクターなどあらゆる分野でストリー
トダンスの可能性を追求し続けるダンサー。昨年度大会優勝者で、2年連続の優勝を狙う。
TAKESABURO(XXX-LARGE / SODEEP)：日本全国のクラブイベントを中心に活動しており、長いキャ
リアと豊富な経験を持つダンサー。数々のダンスコンテストやバトルで優勝し名を轟かせ、海外のイベン
トに出演するほか、映像作品の制作、PVにも出演するなど日本のストリートダンスカルチャーを広めるた
め日々活動を続けている。
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■BREAK部門(A to Z)
ISSEI(FOUND NATION / 九州男児)：福岡県久留米市でその名を轟かせる「九州男児」と「FOUND
NATION」のメンバー。世界大会のR16 KOREAのソロ部門で3年連続優勝を果たし、その後日本人初にして、
世界最年少での「Red Bull BC One World Final 2016」優勝という偉業を成し遂げるなど注目のダンサー。
KAZUHIRO(ALL AREA / O.G.S)：BREAKダンスだけでなくPOPダンスも使いこなし、数々の大会で優勝
を飾る。アーティストのツアーダンサーやコレオグラファー、ドラマや映画の舞台演出、テーマパークの
アトラクション振り付けもこなすなどメジャーシーンでも活躍するダンサー。
WETs-T(THINK TWICE / JAM JACK CLAN)：HIPHOPカルチャーを礎に、ジャンルの枠を超えた表現と
トラディショナル且つクリエイティブなスタイルで異彩を放つダンサー。その繊細なテクニックと卓越し
たダンススキルに、BREAKダンスシーンだけでなく、国内外・ジャンルを問わず多くのダンサーから支持
を集める。
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■HIPHOP部門(A to Z)
KATO(D’OAM)：日本のHIPHOP界を代表する、世界的なカリスマダンサー。革命的なチーム・プレイヤー
としてダンスシーンを引っ張り、常に話題を独占している。
KENTO(S.T.O / KENTO&CanDoo / KENTO&SEIYA)：90's黄金期のHIPHOPに様々な要素を加えオリジナ
ルスタイルの確立を目指す。 過去多くのタイトルの獲得実績を持ちながら、現在も国内外で活躍し続ける日
本を代表するダンサーの一人。
KYOKA(RUSHBALL)：8歳の時にダンスをはじめ、キッズ時代から数々のコンテストで結果を残し、バトル
でもその実力を遺憾なく発揮。2016年にはフランスで行われた世界大会で優勝するという日本人初の快挙を
達成。最近では、Red Bull DANCERとしての活動も注目され、海外からの注目度も高い。
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■ALL STYLES部門(A to Z)
GUCCHON(Co-thkoo / FAB5BOOGz ALLSTARz / HOOD CREW)：POPの世界チャンピオンとして日本
を代表するダンサー。世界規模の大会でも数多くの優勝経験があり、ジャッジとしても活躍。ストリート
ダンスでの地域の活性化や次世代ダンサーの育成にも力を入れている。

ホリエハルキ aka Harucalloway(Sound Cream Steppers)：16歳のころからBREAKダンサーとしての
仕事をはじめ、その後ロンドン・ニューヨークへ渡りオールジャンルのダンスを習得。世界的なダンスの
大会やイベントで審査員・MC・ゲストショーを行うなど幅広く活躍している。
WAPPER(NewSchoolOrder / BORN 2 FUNK)：BREAKダンサーとして活躍していたが、怪我をきっかけ
にFREESTYLEダンサーへと転身。数々の大会で勝ち抜き、ジャンルを超えたトッププレイヤーとしてスト
リートダンサーを象徴する存在。
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■2019年大会は約12,000人を動員！注目のダンスイベントが今年も開催！
「DANCE ALIVE HERO’S」は、2005年より開催されている国内発信の世界最大級ストリートダンスイベン
トです。2020年で15周年を迎え、両国国技館での開催は13回目となります。
前回のFINAL(決勝大会)では、来場者数のべ12,190人を記録し、平成最後の春を大いに盛り上げ幕を閉じまし
た。FINALでは、全国の予選を勝ち抜いた実力派ダンサーや世界トップレベルのシードダンサーが一堂に会し、
白熱したバトルや圧巻のパフォーマンスを披露します。会場内には、4つの特設ステージが設けられており、各
プログラムが同時に進行するため、当日配布されるタイムテーブルを見ながら様々なコンテンツをお楽しみい
ただけます。
ダンサーであれば誰もが憧れる両国国技館のステージ。春の到来とともに決勝大会の開催もせまってきまし
た。2020年、スポーツで盛り上がる東京で、今シーズンも熱い戦いが繰り広げられます。

昨年の大会の写真

昨年の大会の写真

ストリートダンスを軸としながら様々なエンタテインメントの企画、制作、運営を行ってまいります。
クールでエッジの効いた最上のブランディング＆エンタテインメントを皆様にお届けいたします。
：株式会社アノマリー
名称
代表取締役会長兼CEO ：神田勘太朗
：〒151-0051東京都渋谷区千駄ヶ谷1-13-3 カリスマヒルズレジデンス国立競技場前
所在地
：2004年6月3日
設立
：8,001,500円
資本金
：http：//www.anomaly.co.jp/
ホームページ
：ストリートダンスを軸にエンターテインメントを多くの人に楽しんでもらうために企画・
事業内容
運営を行ってまいります。また、イベントプロデュース、ダンサーキャスティングから、
デザイン、映像制作までトータルでサポートが可能です。

■『マイナビDANCE ALIVE HERO’S 2020 FINAL』概要
□名称

｜マイナビDANCE ALIVE HERO’S 2020 FINAL
(マイナビダンス アライブ ヒーローズ ニセンニジュウ ファイナル)
□開催日時 ｜2020年4月26日(日)
□会場
｜両国国技館(〒130-0015 東京都墨田区横網1丁目3番28号)
□開催時間 ｜OPEN 11：00 ／ START 11：30
□主催
｜株式会社アノマリー
□特別協賛 ｜株式会社マイナビ
□協賛
｜Monster Energy / 株式会社マンダム / 株式会社Cygames / アミノバイタル /
株式会社ローソンエンタテインメント / 株式会社NTTぷらら
□協力
｜ダンスチャンネル / SHOW! 国際音楽・ダンス・エンタテイメント専門学校 /
専門学校東京ビジュアルアーツ / 東京スクールオブミュージック専門学校 高等課程
□後援
｜Key Studio
□マイナビDANCE ALIVE HERO‘S 2020 FINAL 特設サイト｜https://dancealive.tv/dancealiveheros2020/
□料金

｜以下に詳細記載

チケット種別(すべて税込み価格となります。)
■入場券
・前売入場券(自由席) ¥5,000
・当日入場券(自由席) ¥6,000
※リングサイド席、自由席以外は別途入場券が必要です。
※前売入場券ノベルティ付(自由席) WEB先行販売期間終了
■リングサイド席
・リングサイド席(1枚) ¥10,000
■BOX席
※ BOX席

WEB先行販売期間終了

■枡席
・団体枡S席(4枚つづり) ¥18,000
・団体枡A席(4枚つづり) ¥12,000
・団体枡B席(4枚つづり) ¥4,000
■2階指定席
・2階指定席券 ¥1,000 ※プレリク,一般
※先行割引 2階指定席券 WEB先行販売期間終了
チケット発売スケジュール
▼ 一般発売
前売り入場券：3月6日(金) 10:00 〜 4月25日(土) 18:00
指定席
：3月6日(金) 10:00 〜 4月22日(水) 18:00
https://l-tike.com/dancealiveheros2020/
(Lコード：34703)ローソン・ミニストップ店内Loppiで直接購入いただけます。
・プレイガイド｜ローソンチケット [検索] ローチケ ダンスアライブ(http://l-tike.com/)
・チケットのお問い合わせ｜CITTA’WORKS(http://www.cittaworks.com/)
電話：044-276-8841 (平日 12:00~19:00)

※WEB先行販売 / プレリクエスト先行販売 期間終了

