
賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 310 髙畠 ⽇恋 フェアリードールより第2幕⼈形の精のVa バレエスタジオ コンチェルト
（最優秀指導者賞）
東野 泰⼦

2位 318 ⼭⽥ 恭也 コッペリアより第3幕フランツのVa R Ballet Academy
（優秀指導者賞）
村本 良⼦

3位 313 和本 絃 パキータよりVa アースバレエ 
（優秀指導者賞）
中村 綾

4位 314 武内 ⿇結 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

5位 311 陳 ⾹澄 眠れる森の美⼥より第3幕フロリナ王⼥のVa C.J.G Ballet Studio 陳 建国

6位 312 平⼭ 愛梨 パキータより第4Va ⿊澤優⼦バレエスタジオ ⿊澤 優⼦

7位 317 中村 優彩 眠れる森の美⼥より第3幕フロリナ王⼥のVa 成瀬ひろみバレエスタジオ 成瀬 ひろみ

8位 302 中 いち凪 眠れる森の美⼥より第3幕フロリナ王⼥のVa ベルバレエスタジオ 波多野 渚砂

8位 308 ⼤橋 莉⾳ 眠れる森の美⼥より第3幕フロリナ王⼥のVa ベルバレエスタジオ 波多野 渚沙

8位 316 森本 陽菜 パキータより第4Va ⿊沢優⼦バレエスタジオ ⿊沢 優⼦

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 116 陳 美澄 眠れる森の美⼥より第3幕フロリナ王⼥のVa C.J.G Ballet Studio
（最優秀指導者賞）
陳 建国

2位 115 若菜 姫織 くるみ割り⼈形より⾦平糖の精のVa れい美花DanceStudio
（優秀指導者賞）
れい 美花

3位 123 脇⽥ 紗寧 ラ・フィーユ・マル・ガルデよりリーズのVa ⽯井アカデミー・ド・バレエ
（優秀指導者賞）
⽯井 亨

4位 108 杉本 奈槻 ⼈形の精のVa ⼩原芳美バレエスタジオ ⼩原 芳美

5位 124 岡本 奈々 ⽩⿃の湖よりパ・ド・トロワ第1Va バレエスタジオコンチェルト 東野 泰⼦

6位 120 野⼝ 愛世菜 パキータよりVa 兼⼦真由美Russian Ballet 兼⼦ 真由美

7位 113 久野 紅花 フェアリードールよりVa エリカバレエスタジオ 中島 エリカ

8位 118 ⽊全 美稀 パキータより第5Va こころバレエスタジオ 松岡 恵美・天野 友望

9位 128 ⼤澤 受莉 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

10位 126 松崎 玲奈 眠れる森の美⼥より第3幕フロリナ王⼥の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 209 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 217 古川 惺菜 ラ・フィーユ・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

3位 204 ⾦⽥ 乃咲 パキータより第4Va 坂⽥バレエ教室
（優秀指導者賞）
坂⽥ 由⾹⾥

3位 210 安⽥ ⽻⾳ ドン・キホーテより第1幕キトリのVa Ballet intime
（優秀指導者賞）
⼤久保 睦⼦

4位 201 鈴⽊ 遥陽 眠れる森の美⼥より第3幕フロリナ王⼥のVa Ballet studio Concerto 東野 泰⼦

5位 222 國枝 明莉 ラ・フィーユ・マル・ガルデより第2幕リーズのVa 兼⼦真由美 Russian Ballet 兼⼦ 真由美

6位 202 ⼩野 美乃莉 ドン・キホーテよりキューピットのVa Ballet studio APPLAUSE 佐藤 舞

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 5016 森 幸⾹ 眠れる森の美⼥より第1幕オーロラ姫の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 5006 中野 美⽻ サタネラよりVa Dance Space
（優秀指導者賞）
市川 透

3位 5010 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

4位 5008 鎌⽥ 姫⾐ オダリスクのVa バレエスタジオ コンチェルト 東野 泰⼦

5位 5009 前原 ⾥帆 フェアリードールよりVa Ecole de ballet MU 植村 ⿇⾐⼦
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【バレエシューズBの部】

【バレエシューズCの部】

【⼩学⽣Aの部】

【バレエシューズAの部】



賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 6017 塩⽥ 凛 アルレキナーダよりVa ワカバレエスタジオ
（最優秀指導者賞）
鈴⽊ 和佳枝

2位 6021 ⽥中 優⾐ サタネラよりVa NORIKO BALLET STUDIO
（優秀指導者賞）
⼩川 典⼦

3位 6014 ⼤橋 佳⼦ サタネラのVa R Ballet Academy
（優秀指導者賞）
村本 良⼦

4位 6015 平⽥ 瑞葉 パキータよりVa 兼⼦真由美Russian Ballet 兼⼦ 真由美

5位 6020 三品 凜佳 フェアリードールよりコロンビーヌのVa Ballet intime ⼤久保 睦⼦

6位 6006 伊藤 琉⾐ コッペリアより第3幕スワニルダのVa ⽷尾和栄バレエスタジオ ⽷尾 和栄

7位 6005 三浦 ⽇菜⼦ ドン・キホーテより第1幕キトリのVa ベルバレエスタジオ 波多野 渚砂

7位 6019 栢森 喜⼦ パキータよりエトワールのVa Ecole de Ballet MU 植村 ⿇⾐⼦

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 4024 濱中 ひかる フローラの⽬覚めよりオーロラのVa Dance Space
（最優秀指導者賞）
市川 透

2位 4026 伊藤 ⾥紗 ジゼルより第1幕ジゼルのVa Ecole  de Ballet MU
（優秀指導者賞）
植村 ⿇⾐⼦

3位 4038 前北 菜々⼦ コッペリアより第1幕スワニルダのVa YUSA BALLET STUDIO
（優秀指導者賞）
加藤 ⼣沙

4位 4017 瀧原 ⾢玲 フローラの⽬覚めよりフローラのVa こころバレエスタジオ 松岡 恵美・天野 友望

5位 4004 伊藤 詩唯 ⽩⿃の湖よりパ・ド・トロワ第3Va 兼⼦真由美Russian Ballet 兼⼦ 真由美

6位 4010 ⻄川 琴葉 エスメラルダよりダイアナのVa Ecole de ballet MU 植村 ⿇⾐⼦

6位 4036 櫻井 愛憐 ラ・バヤデールよりガムザッティのVa ⿊沢優⼦バレエスタジオ ⿊沢 優⼦

7位 4002 深⾕ もも⾹ フローラの⽬覚めよりVa バレエスタジオ コンチェルト  東野 泰⼦

7位 4040 奥⽥ 健聖 コッペリアより第3幕フランツのVa KUBOTA BALLET⾞⽥スタジオ ⾞⽥ 千穂・窪⽥ 弘樹

8位 4016 梅⽥ 侑奈 フローラの⽬覚めよりVa 茉莉奈バレエ スクール ⽥邉 茉莉奈

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 3004 ⽥中 緒⾳ ラ・エスメラルダよりVa れい美花Dance Studio
（最優秀指導者賞）
れい 美花

2位 3039 菊池 杏梨 ラ・バヤデールより第3ソリストのVa Ecole de ballet MU
（優秀指導者賞）
植村 ⿇⾐⼦

3位 3026 牧 歩佳 コッペリアより第3幕スワニルダのVa メグミバレエスクール
（優秀指導者賞）
河辺 恵

4位 3018 中井 ⿇央 ドン・キホーテより第2幕キューピットのVa MAICOバレエスタジオ 清⽔ 舞⼦

5位 3017 内⽥ 美優 コッペリアより第1幕スワニルダのVa 茉莉奈バレエスクール ⽥邊 茉莉奈

6位 3023 伊藤 あいみ ジゼル第1幕よりVa ⽷尾和栄バレエスタジオ ⽷尾 和栄

7位 3027 岩 怜那 ドン・キホーテより第3幕キトリのVa ベルバレエスタジオ 波多野 渚砂

7位 3043 井上 あるも ダイアナとアクティオンよりアクティオンのVa Kバレエスタジオ ⽮上 久留美

8位 3031 市川 冴希 海賊よりメドーラVa NORIKO BALLET STUDIO ⼩川 典⼦

8位 3037 早川 ⽉華 海賊より第2幕メドーラのVa NORIKO BALLET STUDIO ⼩川 典⼦

9位 3041 ⽷⼭ ゆりの フローラの⽬覚めよりフローラのVa Ecole de ballet MU 植村 ⿇⾐⼦

10位 3010 神⼾ 美緒 エスメラルダよりエスメラルダのVa KUBOTA BALLET ⾞⽥スタジオ ⾞⽥ 千穂

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 2015 ⽊村 建⼼ ラ・フィーユ・マル・ガルデよりコーラスのVa KUBOTA BALLET ⾞⽥スタジオ
（最優秀指導者賞）
⾞⽥ 千穂・窪⽥ 弘樹

2位 2006 ⼤⽮ ⼗和⼦ 眠れる森の美⼥より第1幕オーロラ姫のVa エリカバレエスタジオ
（優秀指導者賞）
中島 エリカ

3位 2011 増⽥ 菜花 アレルキナーダよりアレルキナーダのVa エトワール・バレエスクール
（優秀指導者賞）
⽟川 さつき

4位 2007 林 あかね 海賊よりメドーラのVa ⾦澤志保バレエスタジオ ⾦澤 志保・⽥中すみれ

5位 2002 藤江 由蘭 ドン・キホーテより第3幕キトリのVa 兼⼦真由美Russian Ballet 兼⼦ 真由美

【中学⽣Cの部】

【⼩学⽣Bの部】

【中学⽣Aの部】

【中学⽣Bの部】



賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 1025 松本 梨花 エスメラルダよりVa Marikoバレエスタジオ
（最優秀指導者賞）
川東 まりこ

2位 1020 筒井 怜奈 ダイアナとアクティオンよりダイアナのVa BALLET STUDIO CHLOE
（優秀指導者賞）
佐々部 佳代

3位 1026 加藤 千佳 海賊よりVa ワカバレエスタジオ
（優秀指導者賞）
鈴⽊ 和佳枝

4位 1019 林 咲来 エスメラルダのVa KUBOTA BALLET ⾞⽥スタジオ ⾞⽥ 千穂・窪⽥ 弘樹

4位 1009 ⽯川 莉⼦ サタネラよりVa バレエスタジオコンチェルト 東野 泰⼦

5位 1029 野⼝ 周磨 ダイアナとアクテオンよりアクテオンのVa Kバレエスタジオ ⽮上 久留美

6位 1031 ⽻佐⽥ 有基 アルレキナーダのVa 成瀬ひろみバレエスタジオ 成瀬 ひろみ

7位 1030 美濃 ⼤和 グラン・パ・クラッシックよりVa Kバレエスタジオ ⽮上 久留美

7位 1015 ⽇⽐野 紗也 パキータよりエトワールのVa NORIKO BALLET STUDIO ⼩川 典⼦

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 9004 ⾦澤 理奈 パキータよりエトワールのVa 成瀬ひろみバレエスタジオ
（最優秀指導者賞）
成瀬 ひろみ

2位 9005 岩堀 佳奈 ファラオの娘よりアスピシアのVa ステップ・ワークスバレエ
（優秀指導者賞）
後藤 千花

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 8010 井上 あるも Laufen Kバレエスタジオ
（最優秀指導者賞）
⽮上 久留美

2位 8002 久間 菜⽉海 蛍〜揺れて瞬いて〜 アイコモダンダンススタジオ
（優秀指導者賞）
坂井 相⼦

3位 8005 溝⼝ 怜果 Colorful days C.J.G Ballet Studio
（優秀指導者賞）
陳 建国

4位 8009 ⼭⼝ 莉愛 川の息 アイコモダンダンススタジオ 坂井 相⼦

5位 8004 ⼤野 実怜 Royal Straight Flush Ballet studio myrtle 奥⽥ 寛明

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 7007 松川 果歩 名前のない花は静かに眠る アイコモダンダンススタジオ
（最優秀指導者賞）
坂井 相⼦

2位 7009 ⾕⼝ 玲央 ⾵の記憶 ベルバレエスタジオ
（優秀指導者賞）
波多野 渚砂・岡本 壮太

3位 7010 野⼝ 周磨 プレッシャー Kバレエスタジオ
（優秀指導者賞）
⽮上 久留美

4位 7003 冨⽥ 柊 Two Faces Kバレエスタジオ ⽮上 久留美

5位 7002 林 あかね hunt ⾦澤志保バレエスタジオ ⾦澤 志保・⽥中すみれ

5位 7006 ⽇⽐野 紗也 ⽉光の雫 NORIKO BALLET STUDIO ⼩川 典⼦

⽊村建⼼ ラ・フィーユ・マル・ガルデよりコーラスのVa

⽊村建⼼ ラ・フィーユ・マル・ガルデよりコーラスのVa
ミュンヘンサマーワークショップ ◆スカラシップ（500€進呈）
中学⽣の部C  

審査員特別賞
中学⽣の部C  

【⾼校⽣の部】

【シニアの部】

【コンテンポラリー・ジュニアの部】

【コンテンポラリー・シニアの部】

※⾼校⽣の部の審査において、審査員1名が体調不良の為、途中離席がございました、

それをふまえて、⾼校⽣の部の審査におきましては、離席した審査員を除いた5名での得点にて順位を決定しております。



217
4002 4005 4013 4024 4026
6015
8010

【参加権】
・ミュンヘングランプリ

1009 1015 1019 1020 1025 1026 1029 1030 1031

【参加権】
・ミュンヘンサマーワークショップ

1009 1015 1019 1020 1025 1026 1029 1030 1031

【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

2002 2006 2007 2011 2015
3004 3010 3017 3018 3023 3026 3027 3031 3037 3039 3041 3043
4002 4004 4010 4016 4017 4024 4026 4036 4038 4040
6005 6006 6014 6015 6017 6019 6020 6021

【参加権】
・スイス国⽴チューリッヒダンスアカデミー


