関根アヤノ

The Sixth Sense

＜ダンサー/振付師/モデル＞

〒141-0031 東京都品川区西五反田8-9-11-1108
tel：03-6450-4341 fax：03-6450-4342
mail：office@sixthsense.jp url：https://sixthsense.jp/

プロフィール
名
前 ：関根アヤノ Ayano Sekine
サ イ ズ ：T169cm B88cm W62cm H90cm S23.5cm
出 身 地 ：神奈川県
血 液 型 ：O型
趣
味 ：トレーニング
特
技 ：軟体動物
ス ポ ー ツ ：ヨガ
誰にも負けない事 ：ダンス
Instagram ：https://www.instagram.com/ayanosekine/
T w i t t e r ：https://twitter.com/ayano320/
Y o u T u b e : https://www.youtube.com/channel/UCTRDrp3iU20-ftNAmrgk43Q

バイオグラフィー
■モデル
「Precious 10th anniversary SKY FASHION SHOW
feat.GUCCI」GUCCIファッションショーモデル
「Z MAGAZINE vol.15」表紙モデル
美カラテ公式アンバサダー 就任

バイオグラフィー
■舞台

■TOUR＆LIVE
＜2021＞ LiSA「LADYBUG TOUR2021」

<2020> 劇団朱雀『ぎふ葵劇場 幕引き公演』出演＆振付

＜2019＞

ケツメイシ 「KTM TOUR 2015 シモネティーナと4人の賢者〜失われた聖水を取り戻せ〜」
ダンサー兼シモネティーナ役

ケツメイシ「KTM TOUR 2019 荒野をさすらう4人のガンマン」
＜2018＞

第10回記念公演第1弾「戦闘改造学園Z」バッカリン女史役

RADIO FISH(feat. w-inds.) 「Stepping on the ﬁre」MV出演

劇団BRATS

超新星ユナクfeat.藤森慎吾 「Do Your Own Thing 」
ケツメイシ「ケツメイシ LIVE 2018
お義兄さん!! ライナを嫁にくださいm(̲ ̲)m

in メットライフドーム」

＜2017＞
ケツメイシ「KTM TOUR 2017 幻の六本木大サーカス団
「ハッキリ言ってパーティーです!!」
第45回 東京モーターショー ダイハツ
＜2016＞
赤西仁「第20回 China Music Award（CMA）in マカオ」
ケツメイシ「15th Anniversary 十五の夜」
RADIOFISH「PERFECT SUMMER ワンマンライブ」
＜2015＞
ケツメイシ「KTM TOUR 2015 シモネティーナと4人の賢者〜
失われた聖水を取り戻せ〜」ダンサー兼シモネティーナ役
＜2014＞
SMAP「Mr.S saikou de saikou no CONCERT TOUR 」
BENI「BENI BEST TOUR 」
BOYFRIEND「LOVE COMMUNICATION LIVE TOUR」
Jasmine「JasVegas TOUR 」
＜2013＞
Crystal Kay a-nation
BENI「RED LIVE TOUR 」
赤西仁「JinAkanishi's CLUB CIRCUIT TOUR LIVE TOUR 」
＜2012＞
SMAP「GIFT of SMAP LIVE TOUR 」
The MONSTERS「香取慎吾＆山下智久 」

株式会社シックスセンス

第一回旗揚げ公演『刀舞鬼 -KABUKI-』三徳役
劇団EXILE 松組
■PV&TV
oﬃcial髭男dism 「Tell Me Baby」MV出演
RADIO FISH(feat. w-inds.) 「Stepping on the ﬁre」MV出演
嵐 「FindTheAnswer」PV&TV出演
JUJU 「PLAYBACK」
「What You Want」TV出演
堂本光一 「SHOW ME UR MONSTER」PV出演
安室奈美恵 「Birthday」
「In two」PV出演
BENI 「OUR SKY」PV出演、
「ランナウェイ」PV出演
W-inds. 「FANTASY」PV出演
KEITA(w-inds.) 「Magic feat.AKLO」PV出演
The MONSTERS 香取慎吾＆山下智久「MONSTERS」PV出演
SMAP 「Just go!」TV、
「CRAZY FIVE」TV、
「27時間テレビ」バックダンサー
■監修＆振付け
平野ノラ 「クイズドレミファドン TV振付け」
宮迫博之＆友近 「抱いて・フラフラ」MUSIC STATION テレビ振付け
洛天依「中国ボーカロイド」
「中国湖南TV カウントダウンライブ」
「洛天依2017全息演唱会」上海公演
LiSA 「LiVE is Smile Always PiNK & BLACK 2014 in日本武道館」
「LiVE is Smile Always 2015〜メガスピーカー〜 in 幕張メッセ」
「LiVE is Smile Always NEVER ENDiNG GLORY 2016 in 横浜アリーナ」ライブ監修
「MUSIC STATION」振付け
當山みれい「MY WAY」ライブ監修＆振付け
早乙女友貴「バースデーイベント」振付け
初音ミク 「マジカルミライ2013」ライブツアー本人振付け
「Hatsune Miku Expo 2014 in Los Angels & New York公演」ライブツアー振付け
「シンフォニー フルオーケストラコンサート」監修＆振付け

■CM
任天堂CM出演

