
『メンバー活動歴』                        

 

2010 

●2010    周南ＨＩＰHOPダンスコンテスト 『JUNOグランプリ』 

●2010    岩国祭会長賞 

 

2011 

●2011    周南ＨＩＰHOPダンスコンテスト 3 位『super juno』4 位『juno girls』 

●2011    a-nation オープニングアクトダンサー （Rukiya）松山公演出演 

●2011    ディズニーライブ 1th 山口公演  合格出演。 

●2011    KRY熱血テレビ出演 

 

2012 

●2012    NHK Eテレ『スクールライブショー』 ファイナリスト『SUPER JUNO』出演。O.A 

●2012    周南 HIPHOP ダンスコンテスト『laid-back4 位』 

●2012    SWEEPライブ ＠周南 TIKI-TA  バックダンサー合格出演（Rukiya・Maya・Tiana・Moe） 

●2012    須金ダンスコンテスト『laid-back 準優勝』『tik-tak5 位』 

●2012     KRYダンスエボリューション 1th   ファイナリスト 中高生部門『SUPER JUNO』準グランプリ 

●2012     ディズニーライブ 2th 山口公演  合格出演。 

●2012    KRY熱血テレビ出演 

●2012    Jamosa 福岡バックアップダンサー （インストラクターＮＡＯ） 

 

2013 

●2013     KRYダンスエボリューション 2th   ファイナリスト 中高生部門『SUPER JUNO』 

●2013    TRF20 周年ライブバックダンサー（Maya）福岡公演出演  

●2013    周南ＨＩＰHOPダンスコンテスト 『JUNO Girls』団体特別賞 

●2013     ディズニーライブ 3th 山口公演  合格出演。 

●2013    KRY熱血テレビ出演 

 

2014 

●2014    KRYダンスエボリューション 3th   ファイナリスト 小学生部門『little sit ＋PTG』審査員特別賞 

●2014     ディズニーライブ 4th 山口公演  合格出演。 

●2014    KRY熱血テレビ出演 

●2014    ヒスミニ広島 PARCO 撮影 （Nina） 

●2014    福岡芸能プロダクション所属（Juria） 

●2014    岩国市プロモーションビデオ制作。振付（Hazuki） 出演（JUNO 全メンバー・JUNO fam） 

 

2015 

●2015    KRYダンスエボリューション 4th   ファイナリスト 小学生部門『PTG』 エンジョイ部門『Pop corn』 

●2015     キッズ&ジュニアダンス☆パラダイス ＠イオンタウン防府  ジュニア部門『JUNO』審査委員特別賞 

●2015    ディズニーキッズライブ 5th 合格出演。 

●2015    KRY熱血テレビ出演 

●2015    雑誌 popteen モデル （Juria） 

●2015    DREAMS COME TRUE WONDERLAND ダンサー合格。全国ツアー出演（インストラクターＮＡＯ）  

●2015    ベストキッズ東京 ２万人中ファイナリスト（Nina） 

●2015    ランウェニスタコレクション（Nina） 

●2015    フォセット七五三カタログ（Nina） 



2016 

●2016    The 3rd More One Step Program   １分間コンテスト『Badass』優勝 

●2016    KRYダンスエボリューション 5th  ファイナリスト 『Pop corn』『lilipp5』『stylish muffin』  

中高生部門『stylish muffin』準グランプリ  

●2016    ディズニーライブ６th 山口公演 合格出演。 

●2016    KRY熱血テレビ出演 

●2016    PARCO CM 出演（インストラクターNAO） 

●2016    dil モデル福岡ファイナリスト（Nina） 

●2016    フォセット七五三カタログ（Nina） 

●2016.8   Shigeaks プロデュースチーム danceholictko×GLOBAL DANCE ENTERPRISE 主催イベント＠台湾 

日本代表 （インストラクターNAO）出演 

●2016.8   中国四国最大級ファッションエンターテイメント広島 RUNWAY ＠上野学園ホール（Moe 中１）合格出演 

●2016.8   広島カラコレ light. ＠アリスガーデン   芸能事務所 You Project 所属（Yua＆Yuno小２双子） 

Dear Girls 広島キッズモデル出演  

●2016.8  第１回『ミス＆ミスター.ミニ.ジャパン』ミスユニバースジャパン主催コンテスト @東京 

準グランプリ（Nina 年長５歳）     

●2016.8  キッズ時計モデル  （Sawa  年長 5 歳） 

●2016.  芸能プロダクション サンミュージック所属（Nina 年長５歳） 

●2016.11 湘南乃風バックダンサーオーディション合格  （Shuba中２）11.３広島公演出演 

●2016.11 The 4rd More One Step    １分間コンテスト『REVIVAL WM◀◀J』優勝   『lollipop』準優勝     

●2016.12 広島フリーペーパーcolorful ＧＵコラボ  キッズモデル（Yua＆Yuno小２双子）  

 

 

2017 

●2017.4  キッズモデルオーディション優勝（Nina 小１)  

●2017.4  連合メーデーフェスタ＠阿知須きららドーム  DDD Award個人賞Mahoko  チーム賞『lollipop』『J-clan』 

●2017.4  KRYダンスエボリューション 6th  ファイナリスト『J.D』『lollipop』『SUPER JUNO』 

エンジョイ部門『J.D』準グランプリ・『lollipop』審査員特別賞   中高生部門『SUPER JUNO』審査員特別賞 

●2017.4 トヨッペダンス CM撮影   @スターピア下松   「A-SKY」（Aoto.Sara.Kanon.Yuzuha） 

●2017.6  お米ダンス選手権  （Ena・Mahoko・Chisako・Maya）入賞 

●2017.7  中国四国最大級ファッションエンターテイメント広島 RUNWAY ＠NTT クレド （Nina 小１）合格出演 

●2017.7  Be now!!Vol.4 Marchi&MakoナンバーWay（Mahoko・Maria）合格出演 

●2017.8 ディズニーライブ 7th ～Final Japan Tour～山口公演 ７年連続合格出演。 

●2017.⒓ The 5rd More One Step   １分間コンテスト『Miu』優勝 

●    EXO バックダンサーTV出演（Nao） 

 

  

2018 

●2018.⒓ DREAMS COME TRUE『あなたとトゥラッタッタ♪』PV出演（インストラクターNao）東京上京 

●2018.⒓  NHK 山口『N フェス！ディス is 山口愛』オリエンタルラジオ中田敦彦 PerfectHuman バックダンサー 

     オーディション合格、出演（Meiri）  

●2018.⒓ NHK 紅白 三浦大知バックダンサー（インストラクターNao）東京上京             


