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プロダンスリーグ「D.LEAGUE」に参画するベネフィット・ワン 

ダンスチーム 『Benefit one MONOLIZ』メンバー発表 
 
株式会社ベネフィット・ワン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 白石徳生、以下ベネフィット・

ワン）は、プロダンスリーグ「D.LEAGUE(ディーリーグ)」(運営：株式会社Dリーグ)の開幕に向け、出場

するプロダンスチーム『Benefit one MONOLIZ(ベネフィット・ワン モノリス)』(通称：BOM／ボム)の   

メンバーを発表いたします。 

 

 
『Benefit one MONOLIZ(ベネフィット・ワン モノリス)』は、ニューヨークでダンスを学び、日本のトッ
プダンサーとして活躍する HAL(はる)をディレクターに迎え、バックダンサー、振付師、モデル、女優な
ど多方面で注目を集めるダンサーが集結しました。 
 ダンスジャンルは腕を中心に指先まで使った早い動きやポージングが特徴的なダンス「VOGUE(ヴォー
グ)」を取り入れ、“カッコよさ”と“色気”を武器に醸し出す雰囲気で観客を魅了します。 
 チーム名「MONOLIZ(モノリス）」は、巨大な一枚岩という意味の「monolith」に由来し、ダンサー、サ
ポーター、チームオーナーが一体となり、誰にも揺るがすことが出来ないチームになるという願いを込
めています。表現者として、一人ひとりが才能を発揮し、イキイキと輝く唯一無二のチームにご注目くだ
さい。 
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■チームメンバーについて                             

 

 

 

34歳／兵庫県出身 

3歳からダンスを始める。新体操、ジャズ、ミュージカル、

演劇等を幼少期に経験し、小学生からストリートダンスを

始め、あらゆるジャンルを学ぶ。数々のコンテストやバトル

等での優勝経験を経て、ゲストパフォーマーとして様々な

イベントに出演。ダンス大会での審査員、振付師等も務

め、日本に留まらず世界に活躍の場を広げている。 

「アジア全国学生 battle」を主催者として日本で開催した

ほか、イベントやパーティー等の企画も行う。現在はジャ

ズ、ヴォーグ、ヒールズの 3つのダンスジャンルで活動し

ている。ヴォーグではニューヨークのチームを経て、現在

は個人で活動。 

<主な受賞歴> 

・2018.CHINA ALL style  1on1 battle 優勝 

・DANCE ATTACK vol.1 優勝 

・TRUE SKOOL 9月度 H14 優勝 等 

◇チームリーダー：Elina Mizuno(えりな みずの)  

2７歳／東京都出身 

幼少期から音楽に触れ、4歳で初めて人前でダンスを

踊り、スポットライトを浴びてパフォーマンスをする喜び

を知る。 

ダンサーとして TLC、Destiny's Child等のミュージック

ビデオ、ダンサーである原田薫氏、Yoshie氏に衝撃を

受け、活動を本格化。現在は、有名アーティストのミュ

ージックビデオやステージ、CMや映画、ドラマ等多岐

に渡り、ダンサーとして、そしてアーティストとして活動。 

◇ディレクター：HAL(はる) 
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24歳／兵庫県出身 

5歳からダンスを始める。中学 1年時に渡米し、ロサンゼルスにて、

本場のダンスを学ぶ。帰国後、ダンス番組「スーパーチャンプル」

の中高生ダンス選手権に兄と出場し、準優勝を果たす。また高校 

1年時に、兄と日本テレビ「24時間テレビ・高校生ダンス甲子園」や

ダンスコンテスト「ダンスアタック」に出場し、共に優勝。その後、 

「マイケル・ジャクソン トリビュート・ライブ」にダンサーとして出演し

たほか、KPOP グループ「超新星」の大阪、東京公演にゲスト出

演。その他、数々のテレビ番組にも兄と出演。高校卒業後は、  

大阪芸術大学、ポピュラーダンス学科に入学し、4 年間、様々な 

ジャンルを学ぶ。卒業公演では最優秀賞に選ばれ、学年トップの

成績で学校長賞を受賞し、卒業生総代を務める。卒業後は、海外

での公演やワークショップ等活動の幅を広げる。 

 

◇YUMERI(ゆめり) 

20歳／大阪府出身 

3歳からダンスを始める。これまでヒップホップ、ロック、ガールズ  

ヒップホップ、ジャズ、ヒールズなど様々なジャンルに挑戦。中学  

2年時に、母親の勧めでエイベックス・グループ主催の「a-nation 

Act Dancer Audition」に応募し、合格。このオーディションを機に、

「人前に立って表現する仕事がしたい」と思い始め、舞台に立つ楽

しさを知る。その後、TRFや JAY‘DE といった有名アーティストの  

バックダンサーを務める他、ファッションモデルとしても活動し、   

ファッションショーやミュージックビデオ、TVCMなど幅広く出演。 

◇美優梨(みゅうり) 

19歳／大阪府出身 

5歳からダンスを始める。中学生から、ジャズ、ヴォーグ、ワック、

コンテンポラリー・ダンス等、様々なジャンルのレッスンを受け、

本格的にダンスを学ぶ。中学 3年時に、「EXPG STUDIO 

OSAKA」からスカウトされ、EXPG大阪校の特待生に選ばれる。

その後、「Rabbits&Bunnies メンバーオーディション」に合格し、

「Rabbits」のメンバーとして約 1年活動。翌年新たにできたグル

ープ「EXPG Lab」の一員として活動し、その後、女子 7人で結

成されたグループ「PATTY from EXPG Lab」のメンバーとして

様々なイベントでパフォーマンスを披露する。その他にも、LDH

所属アーティストのミュージックビデオやライブツアー のバックダ

ンサーとして出演。現在は、個人で活動。 

◇花歩(かほ) 
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◇花香(りこう) 

22歳／大阪府出身 

6 歳からダンスを始める。ヒップホップ、ジャズ、バレエ、

ロック、ポップ、ワック、ハウス等様々なジャンルを学んだ

後、8歳で初めてコンテスト「コムボックス」に出場し、 

優勝。9 歳でソロコンテスト「アルル ダンスコンテスト」

に出場し、準優勝。10歳で TRFのダンス番組に出場し、 

個人特別賞を獲得。以後、様々なコンテストで入賞し、 

イベントやファッションショーに出場。13歳でジャンルを

絞り、ジャズをメインにヴォーグやヒールズも学び始める。

17 歳からダンスインストラクターとして活動。 

◇Nonoka Sudo(ののか すどう) 

18歳／大阪府出身 

3歳からダンスを始める。12歳から本格的にジャズダンス

を始め「VAW栄光ハイスクール」に特待生枠で入学。様々

なジャンルを学んだ後、湘南乃風やきゃりーぱみゅぱみゅ

等、数多くのアーティストのバックダンサーを務め、

amazarashiのライブツアーでは、ミュージックビデオの 

ソロダンサーを務める。有名コンテストにも多く出場し、

入賞や優勝を果たす。ダンスコンテスト「My Name Is 

vol.3」ではオーディエンスから多数の投票に加え、審査

員からは満場一致の評価を受け優勝。ジャズ特有の美しい

身体性と人間らしいエモーショナルな表現力を武器に活

躍。 

22歳／大阪府出身 

6歳からダンスを始める。13歳の時にダンサー HAL氏に

出会い本格的にジャズヒップホップ、ガールズヒップホ

ップ、ジャズを学ぶ。17歳でヴォーグを始め、その後 

ニューヨークにダンス留学し、ヴォーグとヒールズを  

中心に様々なジャンルを学ぶ。留学中、「Vogue K 

night」にて 2度の優勝を果たした。留学後も国内を   

はじめ、台湾、香港、中国、韓国、タイで活躍をして  

いる。 

 

◇RiNnA(りんな) 
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■『D.LEAGUE』 概要 

シーズン： 2021年 1月 10日～6月 30日（予定） 

参画企業・チーム： 株式会社ベネフィット・ワン／Benefit one MONOLIZ（ベネフィット・ワン モノリス） 

エイベックス株式会社／avex ROYALBRATS（エイベックス ロイヤルブラッツ） 

株式会社コーセー／KOSÉ 8ROCKS（コーセーエイトロックス） 

株式会社サイバーエージェント／CyberAgent Legit（サイバーエージェント レジット） 

セガサミーホールディングス株式会社／SEGA SAMMY LUX（セガサミー ルクス） 

株式会社セプテーニ・ホールディングス／SEPTENI RAPTURES（セプテーニ ラプチャーズ） 

株式会社フルキャストホールディングス／FULLCAST RAISERZ（フルキャスト レイザーズ） 

株式会社 USEN-NEXT HOLDINGS／USEN-NEXT I'moon（ユーセンネクスト アイ・ムーン） 

チーム構成： チームは、年間で出演する「レギュラーダンサー」、期間限定で出演する「SPダンサー」 

           チームの監督的な役割となる「ディレクター」で構成されます。ラウンドに出演するのは 

8名、「レギュラーダンサー」と「SPダンサー」が出演します。 

※ディレクターがレギュラーダンサーとして出演する場合もあり 

ル ー ル： 2分～2分 15秒のダンスパフォーマンスを作成し、年間 12ラウンドのレギュラーシーズン 

      を 8チームで戦います。毎ラウンドの順位ごとに勝ち点が配分され、年間を通して上位 

4チームがチャンピオンシップへ進出し、シーズンチャンピオンを決定します。 

審査方法： 審査員 4名の合計得点とオーディエンス得点を合わせた 100点満点で計算し、1点でも 

多いチームから高い勝ち点を配分します。 

主  催： 株式会社 Dリーグ 

H      P： https://home.dleague.co.jp/ 

           ※Benefit one MONOLIZの Instagramアカウントはこちらからアクセスいただけます 

             https://www.instagram.com/monoliz_official/?igshid=lukx0o6y3edd 

 問合わせ： ベネフィット・ワン D.LEAGUE事務局 E-mail monoliz＠benefit-one.co.jp 

 

 

▼報道関係者お問合せ 
株式会社パソナグループ 広報部      Tel：03-6734-0215 

担当／大倉・古菅      E-mail：p.kohobu@pasonagroup.co.jp 

 

21 歳／千葉県出身 

5歳からダンスを始める。幼少期にマイケル・ジャクソン

等、海外のアーティストの影響を受け、ダンスに魅力され

ていく。その後 8歳から本格的に様々なジャンルのダンス

を学び、ダンスコンテストやイベントに参加し入賞。現在

は日本各地のみならず、世界でのワークショップや公演に

出演。自分自身で立ち上げたアパレルも展開する等、精力

的に活動。 

◇Ken 


