
【FUNKAHIPS】プロフィール 
  

 

 

ダンス歴 14 年、SAYA(18 歳)MAO(16 歳)からなる姉妹チーム FUNKAHIPS。 

数々のコンテストやバトルでタイトル歴を持ち、関東近辺をはじめ全国各地のタンスイベント出演、テレビ番組出演、

ダンス DVD にも出演している。 

目指すは最高・最強・最上級のダンサー！世界に通用するプレイヤーを目指し、前進中の２人である。 

 

【コンテストタイトル歴】 

◆GIRL'S 舞遊伝 2010 vol.5 <優勝> / GIRL'S 舞遊伝 2007 vol.1 <準優勝> 

◆ZERO コンテスト 2009 inKANAGAWA <準優勝> / ZERO コンテスト KIDS 2008 <3 位> 

◆DANCE ATTACK!! 2008 <準優勝> / DANCE ATTACK!! 2007 FINAL <特別賞> 

◆Teen's Champion Ship 2009 <3 位> 

◆axxes グランドチャンピオン大会 <優勝> 

◆REAL MOVEMENT vol.15 GRAND CHAMPION SHIP <特別賞> / REAL MOVEMENT vol.12 <優勝> 

◆DANCE KID'S MANIA 2005 <優勝> 

◆サンリオ DANCE STAGE PROJECT 2005 <優勝> 

and more・・・ 

 

【バトルタイトル歴】 

◆WORLD DANCE COLOSSEUM 2011 関東大会 HIPHOP side <優勝> 

◆JUSTE DEBOUT 2011 JAPON HIPHOP side<BEST8> 

◆DANCE@LIVE HIGHSCHOOL 2009 vol.1 <優勝> / vol.2 <優勝>(SAYA) 

◆DANCE@LIVE FINAL 2008 KIDS<BEST4>(SAYA)<BEST8>(MAO) 

◆DANCE@LIVE KIDS 2008 vol.1<準優勝>(SAYA)<3 位>(MAO) / vol.2<準優勝>(MAO) / 



CRIMAX<優勝>(SAYA)<3 位>(MAO) 

◆CLOVER×STAILL WARZ FINAL 2009 ADULT 部門<準優勝>(SAYA) / KIDS 部門<準優勝>(MAO)  

and more・・・ 

 

【イベント出演歴】 

◆JUSTE DEBOUT 2009 FINAL inPARIS ゲスト出演(SAYA) 

◆TAIWAN DANCE@LIVE 2009 inTAIPEI ゲスト出演(MAO) 

◆サマーソニック 2009/2008 出演 

◆WRECK IN THE FLOOR 2008/2007/2006 出演 

◆DANCE@LIVE FINAL 2009/2008/2007 出演 

◆PaniCrew[魁ジョッパーズ vsPRHYTHM] 出演 

◆スーパーチャンプル祭り 出演 

and more・・・ 

 

【TV・DVD 出演歴】 

◆中京テレビ『スーパーチャンプル』出演 

◆テレビ東京『DANCE@TV』出演 

◆テレビ東京『BLOOM』出演 

◆テレビ埼玉『JOY POP TUNE』出演 

◆DVD『DANCE BOX Ⅱ』出演 

◆DVD『REAL STREET DANCE vol.2 / vol.4』出演 

and more・・・ 

  

【レッスン情報】 

<月曜>   17:30〜18:50  KIDS FREE STYLE / SAYA  @SkillJam 浅草校 

<火曜>   18:00〜19:00 RHYTHM&STEP / SAYA @REMIX dance school 

<火曜>   19:00〜20:30 HIPHOP / SAYA @REMIX dance school 

<水曜>   17:30〜18:50  KIDS HIPHOP / SAYA  @SkillJam 相模原校 

<木曜>   17:00〜18:00 FREE STYLE(B) / SAYA @REMIX dance school 

<木曜>   18:00〜19:00 FREE STYLE(A) / SAYA @REMIX dance school 

<金曜>   17:30〜18:30 FREE STYLE / MAO @REMIX dance school 

 

<その他> 

◦練馬区立大泉小学校課外授業おどりクラブ講師 

◦おはスタ 645 キッズダンサー振付         etc... 



【Kikunami Nobuko】プロフィール 
  

1997 年よりキッズビクスインストラクターとして活動後、2000 年よりストリートダンスインストラクターとしての活動

を開始。 

2004 年より REMIX Dance School 代表となり、ストリートダンスを通じて地域の人々との交流を深め、体を動かす

事の楽しさを伝え、より身近にストリートダンスを感じてもらう事を目的として現在も活動を行っている。 

 

<キッズ指導> 

◦ダンス入門(幼稚園児)クラス 

◦HIPHOP 入門クラス 

◦LOCK 入門クラス 

◦発表会振付け 

◦各イベント出演振付け 

◦練馬区立大泉小学校おどりクラブ講師 

◦練馬区立大泉南小学校 HIPHOP 講座 講師 

and more… 

 

 

<REMIX Dance School の紹介> 

キッズ〜大人までダンス大好きな仲間が元気に楽しくカッコよく、そして末永くをモットーにダンスを楽しんでいま

す！ 

ダンスを通して人とのコミュニケーションや礼儀・マナーを伝え、ダンスを継続する事で体力の向上・維持と、リズム

を感じながら楽しくダンスができるようになり、日々の成長を目標としてレッスンを行っています。 

 

〈クラス〉 

◦ キッズ基礎(幼稚園児)クラス 

◦ キッズ初級(小学生)クラス 

◦ RHYTHM&STEP クラス 

◦ FREE STYLE 初級クラス 

◦ FREE STYLE 基礎 B クラス 

◦ FREE STYLE 応用 A クラス 

◦ HIPHOP 初級クラス 

◦ HIPHOP 中級クラス 

◦ ママクラス 

 



〈場 所〉 

東京都練馬区西大泉 1-1-10 ドレミファクラブ 2F 

 

〈講 師〉 

◦ SHIGERU(RealPromotion/7DOWN8UPPER) 

◦ SAYA(FUNKAHIPS) 

◦ MAO(FUNKAHIPS) 

◦ KIKUNAMI(REMIX) 

◦ DOMINIQUE(ELECTRIC TROUBLE/WRECKING CREW ORCHESTRA) ※スペシャルワークショップ 

 

〈主な活動〉 

①クラス別によるレッスン 

②ワークショップの開催 

③地域主催のイベントへの出演、協力 

④ダンスイベント出演、コンテスト出場 

⑤学校のレクリエーション活動、クラブ活動への出向 

 

〈お問合せ先〉 

remix-dance.school@jcom.home.ne.jp 

 

〈ホームページ〉 

PC 版   http://members3.jcom.home.ne.jp/remix-dance.school/remix.index.html 

モバイル版  http://x50.peps.jp/remix2004/ 

 
 


