
賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 110 島⽥ 安寿 ドン・キホーテより第2幕キューピットのVa バレリーナスクール
（最優秀指導者賞）
⼟屋 ⽂乃

2位 108 樋⼝ 寧⾳ ドン・キホーテよりキューピットのVa Арина Ballet Studio
（優秀指導者賞）
河内 安⾥奈

2位 111 三輪 朔⼠ ⽩⿃の湖より王⼦のVa バレエスタジオ コンチェルト
（優秀指導者賞）
東野 泰⼦

3位 103 ⻑島 桜 海賊よりオダリスクのVa ⿊沢優⼦バレエスタジオ ⿊沢 優⼦

4位 109 ⼤坪 聖來 眠れる森の美⼥よりフロリナ王⼥のVa バレリーナスクール ⼟屋 ⽂乃
5位 105 野々⼭ 楓 眠れる森の美⼥より第3幕フロリナ王⼥のVa バレリーナスクール ⼟屋 ⽂乃

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 215 鈴⽊ 友梛 アレルキナーダよりアレルキナーダのVa ⿊沢優⼦バレエスタジオ
（最優秀指導者賞）
⿊沢 優⼦

2位 214 鎌⽥ 姫⾐ パリの炎よりVa バレエスタジオ コンチェルト
（優秀指導者賞）
東野 泰⼦

3位 209 齋藤 ⾹実 コッペリアより第3幕スワニルダ のVa ⿊沢優⼦バレエスタジオ ⿊沢 優⼦

4位 211 加藤 愛依 フェアリードールよりコロンビーヌのVa NORIKO BALLET STUDIO ⼩川 典⼦
5位 213 佐藤 友娃 パキータよりVa バレリーナスクール ⼟屋 ⽂乃
6位 217 平野 莉⼦ エスメラルダよりエスメラルダのVa エリカバレエスタジオ 中島 エリカ
7位 204 野⼝ 愛世菜 パキータよりパキータのVa 兼⼦真由美Russian Ballet 兼⼦ 真由美
8位 216 ⼤村 凛々⼦ 眠れる森の美⼥よりフロリナのVa ⼤寺資ニバレエアカデミー ⼤寺 資ニ

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 318 中上 凜紗楽 フローラの⽬覚めより曙のVa ⼩原芳美バレエスタジオ
（最優秀指導者賞）
⼩原 芳美

2位 307 宮⽥ 莉瑚 ラ・フィユ・マル・ガルデよりリーズのVa バレエスタジオ コンチェルト
（優秀指導者賞）
東野 泰⼦

3位 308 古川 惺菜 ラ・フィユ・マル・ガルデより第1幕リーズのVa ベルバレエスタジオ
（優秀指導者賞）
波多野 渚砂

4位 305 塩⽥ 凛 アレルキナーダよりVa ワカバレエスタジオ 鈴⽊ 和佳枝
4位 314 尾崎 紗菜 ⽩⿃の湖より第3幕オディールのVa こころバレエスタジオ 松岡 恵美･天野 友望
5位 306 林 るり ⼈形の精よりVa シャリールバレエスタジオ ⽊村 リサ

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 4009 森 幸⾹ アレルキナーダよりVa 茉莉奈バレエスクール
（最優秀指導者賞）
⽥邉 茉莉奈

2位 4011 ⼭⼝ さくら 海賊よりオダリスク第3のVa 茉莉奈バレエスクール ⽥邉 茉莉奈

3位 4007 鈴⽊ 友梛 アレルキナーダよりアレルキナーダのVa ⿊沢優⼦バレエスタジオ
（優秀指導者賞）
⿊沢 優⼦

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 5013 ⽥中 優⾐ アレルキナーダよりVa NORIKO BALLET STUDIO
（最優秀指導者賞）
⼩川 典⼦

2位 5011 沼澤 杏花⾥ コッペリアより第1幕スワニルダのVa バレリーナスクール
（優秀指導者賞）
⼟屋 ⽂乃

3位 5007 平⽥ 瑞葉 眠れる森の美⼥より第3幕フロリナ王⼥のVa 兼⼦真由美Russian Ballet
（優秀指導者賞）
兼⼦ 真由美

4位 5016 伊藤 詩唯 眠れる森の美⼥よりフロリナ王⼥のVa 兼⼦真由美Russian Ballet 兼⼦ 真由美
5位 5001 堀部 怜名 眠れる森の美⼥よりフロリナ王⼥のVa Ecole de ballet MU 植村 ⿇⾐⼦
6位 5023 ⼤野 実怜 コッペリアより第1幕スワニルダのVa Ballet Studio Myrtle ⼩出 領⼦
7位 5037 定井 夏 フェアリードールより⼈形の精のVa YOKOクリエイティブバレエ 𠮷⽥ 洋⼦
8位 5008 塩⽥ 凛 眠れる森の美⼥よりフロリナ王⼥のVa ワカバレエスタジオ 鈴⽊ 和佳枝
9位 5027 梅⽥ 侑奈 ドン・キホーテより第2幕ドルシネア のVa 茉莉奈バレエ スクール ⽥邉 茉莉奈
10位 5014 服部 愛⽣ ラ・フィユ・マル・ガルデよりリーズのVa ⽷尾和栄バレエスタジオ ⽷尾 和栄
11位 5004 櫻井 凛々愛 コッペリアよりスワニルダ第3幕のVa ⿊沢優⼦バレエスタジオ ⿊沢 優⼦
12位 5021 ⻄川 琴葉 タリスマンよりVa Ecole de ballet MU 植村 ⿇⾐⼦
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【バレエシューズの部A】

【バレエシューズの部B】

【バレエシューズの部C】

【⼩学⽣の部A】

【⼩学⽣の部B】



賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 6007 城 美也⼦ エスメラルダよりエスメラルダのVa 森⾼⼦バレエ教室
（最優秀指導者賞）
森 ⾼⼦･森 有菜

2位 6031 菊池 杏梨 ドン・キホーテより第2幕ドルシネアのVa Ecole de ballet MU
（優秀指導者賞）
植村 ⿇⾐⼦

3位 6035 井上 あるも サタネラのVa Kバレエスタジオ
（優秀指導者賞）
⽮上 久留美

4位 6020 上⽥ 実歩 エスメラルダよりダイアナのVa 森⾼⼦バレエ教室 森 ⾼⼦･森有菜
5位 6019 菊池 花鳳 ジゼルのVa バレエスタジオ コンチェルト 東野 泰⼦
6位 6010 後藤 璃乃 パキータよりVa 成瀬ひろみバレエスタジオ 成瀬 ひろみ
6位 6023 岩 怜那 パキータよりVa ベルバレエスタジオ 波多野 渚砂
7位 6012 尾崎 紗菜 エスメラルダよりエスメラルダのVa こころバレエスタジオ 松岡 恵美･天野 友望
8位 6016 ⼩林 凉⼦ エスメラルダよりダイアナのVa Dance Space 市川 透
8位 6018 内⽥ 美優 エスメラルダよりエスメラルダのVa 茉莉奈バレエスクール ⽥邉 茉莉奈
8位 6025 今浦 彩葉 エスメラルダよりエスメラルダのVa プレミエールバレエスクール 中林 恵美

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 3035 ⼤⽵ 悠佑 パリの炎よりフィリップのVa 横倉明⼦バレエ教室
（最優秀指導者賞）
横倉 明⼦

2位 3008 藤江 由蘭 ドン・キホーテよりドルシネアのVa 兼⼦真由美Russian Ballet
（優秀指導者賞）
兼⼦ 真由美

3位 3033 ⻑⾕川 寧々 コッペリアより第3幕スワニルダのVa Dance Space
（優秀指導者賞）
市川 透

4位 3007 杉⼭ 結⾹ 眠れる森の美⼥より第1幕オーロラ姫のVa バレエスタジオ コンチェルト 東野 泰⼦
5位 3017 ⾼橋 侑⾥ ドン・キホーテより第2幕ドルシネアのVa バレリーナスクール ⼟屋 ⽂乃
6位 3012 ⽵内 七⼄ アレルキナーダよりVa バレリーナスクール ⼟屋 ⽂乃
7位 3016 遠藤 可奈⼦ コッペリアより第1幕スワニルダのVa YOKOクリエイティブバレエ 吉⽥ 洋⼦
8位 3014 ⼭下 莉⾳ ⽩⿃の湖より第1幕 パ・ド・トロワ第1Va 兼⼦真由美Russian Ballet 兼⼦ 真由美
9位 3034 伊藤 凜咲 海賊よりメドーラのVa ⽯井バレエスクール ⽯井 郁⼦
10位 3028 都築 実希 眠れる森の美⼥より第1幕オーロラ姫のVa ベルバレエスタジオ 波多野 渚砂

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 2001 林 美⽻ サタネラよりVa ⼩原芳美バレエスタジオ
（最優秀指導者賞）
⼩原 芳美･⾚瀬 ⿇美

2位 2004 伊藤 真瑚 ジゼルより第1幕ジゼルのVa バレリーナスクール
（優秀指導者賞）
⼟屋 ⽂乃

3位 2003 ⽇置 さくら コッペリアよりスワニルダ第1Va 幸⽥バレエ教室
（優秀指導者賞）
幸⽥ 律

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 1007 ⼤久保 ⼼愛 エスメラルダよりエスメラルダのVa 森⾼⼦バレエ教室
（最優秀指導者賞）
森 ⾼⼦

2位 1003 ⽇⽐野 紗也 エスメラルダよりエスメラルダのVa NORIKO BALLET STUDIO
（優秀指導者賞）
⼩川 典⼦

2位 1030 ⽻佐⽥ 有基 パキータよりVa 成瀬ひろみバレエスタジオ
（優秀指導者賞）
成瀬 ひろみ

3位 1010 横⼭ 礼華 ジゼルより第1幕ジゼルのVa Ballet Studio Myrtle ⼩出 領⼦

3位 1014 菊池 千鶴 眠れる森の美⼥より第1幕オーロラ姫のVa バレエスタジオ コンチェルト 東野 泰⼦

4位 1004 勝原 佳⾳ エスメラルダよりVa Mari Ballet Youth＆School ⾕⽥ マリ
5位 1009 ⾕川 天使⽻ エスメラルダよりエスメラルダのVa バレリーナスクール ⼟屋 ⽂乃
5位 1023 遠藤 聖佳 パキータよりVa ゆうこ･バレエスタジオ 吉⾒ 優⼦
6位 1002 橋本 柚⾥ コッペリアより第1幕スワニルダのVa YOKOクリエイティブバレエ 𠮷⽥ 洋⼦
6位 1012 林 咲来 ラ・バヤデールよりガムザッティのVa KUBOTA BALLE ⾞⽥スタジオ ⾞⽥ 千穂･窪⽥ 弘樹
7位 1005 ⽊村 海⾥ アレルキナーダよりVa メグミバレエスクール 河辺 恵
7位 1015 ⽥⼝ 萌恵 海賊よりVa Ecole de ballet MU 植村 ⿇⾐⼦
7位 1016 加藤 千佳 バヤデールより第3幕影の王国第3Va ワカバレエスタジオ 鈴⽊ 和佳枝

【中学⽣の部C】

【⾼校⽣の部】

【中学⽣の部A】

【中学⽣の部B】



賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 7009 根岸 祐⾐ ギュリナーラのVa フリー
（最優秀指導者賞）
⽥北 志のぶ

2位 7003 佐野 まひる サタネラよりVa KUBOTA BALLE ⾞⽥スタジオ
（優秀指導者賞）
⾞⽥ 千穂･窪⽥ 弘樹

3位 7004 井藤 七菜 コッペリアより第1幕スワニルダのVa KUBOTA BALLE ⾞⽥スタジオ ⾞⽥ 千穂･窪⽥ 弘樹

4位 7007 加藤 恵梨 海賊よりVa yoko tsukamoto 廣瀬 尊⼦
5位 7005 加藤 初穂 ジゼルより第1幕ジゼルのVa ワカバレエスタジオ 鈴⽊ 和佳枝

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 8018 三宅 真由 Lost in Love シャリールバレエスタジオ
（最優秀指導者賞）
⽊村 リサ

2位 8019 井上 あるも Growth Kバレエスタジオ
（優秀指導者賞）
⽮上 久留美

3位 8009 林 美⽻ ZABA ⼩原芳美バレエスタジオ
（優秀指導者賞）
⼩原 芳美･⾚瀬 ⿇美

4位 8001 渡邊 実玲 川底に光る⼀粒の砂⾦ Ballet&Dance UNO 深⾒ 章代
5位 8013 ⼭⼝ 華恋 プシケーの破⽚ アイコモダンダンススタジオ 坂井 相⼦
6位 8006 中上 凜紗楽 Komorebi ⼩原芳美バレエスタジオ ⼩原 芳美
7位 8004 ⼭⼝ 莉愛 旅⼈のワルツ アイコモダンダンススタジオ 坂井 相⼦
8位 8007 川⽥ ⼄葉 It's time for a coffin break YOKOクリエイティブバレエ 𠮷⽥ 洋⼦

⼤⽵ 悠佑 パリの炎よりフィリップのVa

⼤⽵ 悠佑 パリの炎よりフィリップのVa

⼤⽵ 悠佑 パリの炎よりフィリップのVa
杉⼭ 結⾹ 眠れる森の美⼥より第1幕オーロラ姫のVa

スイス国⽴ チューリッヒダンスアカデミー2021（Tanz Akademie Zürich）
 ◆短期スカラシップ （WEB審査にて決定）

中学⽣の部B
中学⽣の部B

審査員特別賞
中学⽣の部B

ミュンヘンサマーワークショップ2021 ◆フルスカラシップ（500€進呈）
中学⽣の部B

【モダン・コンテンポラリーの部】

【シニアの部】

【参加権】・ミュンヘングランプリ
7003 7004 7005 7007 7009

【参加権】
・ベルギー王⽴アントワープロイヤルバレエスクール
・ミュンヘングランプリ
・ミュンヘンサマーワークショップ
・マンハイム⾳楽舞台芸術⼤学ダンスアカデミー
・プラハ市⽴コンセルバトワールバレエスクール
・クイーンズランドバレエ研修
1002 1003 1004 1005 1007 1009 1010 1012 1014 1015 1016 1023 1030
2001 2003 2004
3001 3004 3007 3008 3009 3012 3014 3016 3017 3025 3028 3033 3034 3035
5014 5016 5017 5021 5023 5026 5027 5028 5031 5035 5037
6005 6006 6007 6010 6012 6016 6018 6019 6020 6023 6025 6026 6031

【参加権】
・スイス国⽴チューリッヒダンスアカデミー
・ジョンクランコバレエスクール

1003
3007 3008 3033 3035
2001
6004 6012 6019 6031

【特別審査員】（WEB審査）

Steffi Scherzer（スイス国立 TANZアカデミーチューリッヒ校長）より
we are interested in Yusuke Otake (age 13). We would like to see
him for 1 or 2 weeks again in our school.
Beside Yusuke I would like to see Yuika Sugiyama (age 13) for 
1 or 2 weeks in our school.
If you are able to come in October they should join your group or they

come earlier let us say in May or June 。

Best regards from Zurich
Steffi


