
ユースグランプリ (YGP) 2022日本予選

10月19日(火)～24日(日) 各部門参加者

＊10月23日(土)、24日(日) クラシック部門 決選

■コンテンポラリー部門 プリコンペティティブ (9～11歳)
No. 参加者名 年齢 都道府県 作品名 振付 スタジオ名

003 水石 雪葉 9 埼玉県 Pigeon And Girl 芳賀 のぞみ HAGAバレエアカデミー

005 角田 理瑛子 9 神奈川県 forward 木ノ内 乃々 マユミキノウチバレエスタジオ

014 ウィリス
アリシア美優

9 東京都 Twinkle little fairy 小林 啓子 バンクーバーバレエシアター

016 髙橋 杏 9 埼玉県 to you 高瀬 瑤子 Flora Ballet

017 野村 菜々 9 大阪府 Adelante 岡田 兼宜 法村友井バレエ学校

025 山田 優七 9 北海道 preparation 向井 章人 小林絹恵バレエスタジオ

030 岩井 夢花 10 神奈川県 One Day 牧野 彩季 バレエスタジオAKIKO

042 岸端 瑚子 10 東京都 Our Home 岸端 美保 ケイナカノクラシックバレエ
アカデミー

045 山田 花怜 10 東京都 Ring on the water 船木 こころ Studio Croix

048 武藤 梨蘭 10 兵庫県 Espoir 磯見 源 École de Ballet Tio

050 福田 晴香 10 埼玉県 Innocent 芳賀 のぞみ HAGAバレエアカデミー

052 上野 美結 10 福井県 Memoir 鈴木 竜 クレール・バレエスタジオ

068 村上 愛茉 10 東京都 sound scape 太田 玲子 KK インターナショナル

070 原 明日香 10 神奈川県 バベル 鈴木 竜 BALLET・LE・COEUR

080 安田 芽生 11 石川県 shine bright 徳山  華代 ecole・de・HB

082 大伴 日花里 11 滋賀県 Verdure 玄 玲奈 大伴ちなみバレエ教室

086 竹村 凛子 11 埼玉県 Proceed 芳賀 のぞみ HAGA バレエアカデミー

095 小林 未來 11 東京都 おはじき 服部 千尋 シンフォニーバレエスタジオ

097 藤井 莉亜 11 兵庫県 Domination 磯見 源 École de Ballet Tio

103 中島 麻那 11 愛媛県 歌声の消えた海 清水 桐子 愛媛バレエアカデミー

106 生沼 澪奈 11 神奈川県 Secret Forest 池上 直子 Ballet Studio forte

108 宮崎ニャス
亜美奈

11 東京都 Mesmerize Ville Valkonen スタジオ アンダンテ バレエ
アーツ

111 秋野 藍実 11 兵庫県 牙
坂田 守、
長谷川 まいこ

北口抄子バレエスタジオ

118 岡村 あずさ 11 東京都 A fragment 太田 玲子 KK インターナショナル

121 藤田 ゆい 11 大阪府 言葉の無い歌 山田 仁美 バレエ オブ アメリカ

124 富永 莉乃 11 兵庫県 noise 中嵜 柚香里 バレエスタジオアンジュ
向山陽子バレエスクール

125 長田 楓栄 11 神奈川県 autumn music 鈴木 竜 BALLET・LE・COUER

126 尾野 紫音 11 東京都 Longing 宮内 麻衣子 YARITA YU BALLET STUDIO

127 小林 華子 11 福井県 VIVA LA VIDA 林下 友美 フクイバレエ団・研究所

133 塚本 花梨 11 東京都 Twinkle Lullaby 服部 千尋 シンフォニーバレエスタジオ

134 大泉 歌卯 11 神奈川県 インザメロディ 岡崎 隼也 シホバレエクラス

138 高橋 寧々 11 鹿児島県 青藍の月 平田 友子
Ballet Studio 22 Classic &
Contemporary

140 永井 咲良 11 愛知県 Moment 奥田 千鶴 森高子バレエ教室

153 中岡 愛奈 11 東京都 In The Rye 池上 直子 YUNO BALLET

185 三苫 心嗣 10 神奈川県 Fly the Nest 遠藤 康行 Endo Ballet / エンドウ・バレエ



■コンテンポラリー部門 ジュニア (12～14歳)
No. 参加者名 年齢 都道府県 作品名 振付 スタジオ名

202 川上 杏 12 東京都 Can't Do Without 島地 保武 シンフォニーバレエスタジオ

203 吉田 茉優 12 滋賀県 This Sound 改 ベラ ミーナバレエスクール

205 三浦 日菜子 12 愛知県 Under the morning shine 岡本 壮太 ベルバレエスタジオ

207 中村 莉音海 12 京都府 Eternal fear 堀川 美和 真忠久美子バレエスタジオ

208 久斗 彩寧 12 埼玉県 私の声が枯れても、また．．． 岸端 美保 ailes.dance.club

210 浜崎 ほの 12 東京都 Caprice des Dieux 貝ヶ石 奈美 徳永由貴バレエスクール

217 荒木 侑依 12 大阪府 forfeit 宮本 咲里 CHERIE BALLET SCHOOL

221 榎並 璃音 12 東京都 IRIS 五島 茉佑子 Aristo BALLET STUDIO

225 藤原 仁椛 12 神奈川県 Aspiration 遠藤 康行 Ballet Studio Lien

231 塚本 萌夏 12 東京都 Serene 宮内 麻衣子 YARITA YU BALLET STUDIO

235 福山 菜都 12 東京都 白夜 遠藤 康行 梨木バレエスタジオ

242 杉之原 瑠花 12 神奈川県 CINDER 鈴木 竜 BALLET・LE・COEUR

244 太田 七実 12 神奈川県 What is left behind 太田 玲子 KK インターナショナル

245 岩井 夏凛 12 神奈川県 Stella 牧野 彩季 バレエスタジオAKIKO

246 真瀬 実怜 12 東京都 猿人 井上 浩二 デパルクバレエスクール

247 坂口 舞 12 神奈川県 Fade in 岡崎 隼也 シホバレエクラス

249 青山 そら 12 福岡県 shizuku 福田 智子 竹内翼バレエスタジオ

252 山田 杏奈 12 神奈川県 Cornice 牧野 彩季 バレエスタジオAKIKO

253 森 虹乃歌 12 和歌山県 レヴリ 玄 玲奈 Angel.K.Ballet

257 山田 凛香 12 東京都 Fragment of the heart 小林 啓子 梨木バレエスタジオ

259 佐藤 美愛 12 広島県 Black bird 中田 一史 バレエプラティーヌ

262 渡邊 絢咲 12 東京都 seek 宮内 麻衣子 YARITA YU BALLET STUDIO

263 川西 美代子 12 大阪府 rain 東 文昭 MAYUKO BEAUTIFUL BALLET

264 石川 くらら 12 千葉県 Oh la la 島崎 徹 シンフォニーバレエスタジオ

269 石丸 杏菜 12 熊本県 Beyond 本間 紗世 タカコバレエスタジオ

275 藤井 彰花 12 千葉県 Fanfare 田畑 真希 佐藤朱実バレエスクール

276 篠原 侑珠 12 長野県 OWN 翠川 栞 饗場絵美バレエスタジオ

278 岸本 桃 12 東京都 かげふみ 木原 浩太 シンフォニーバレエスタジオ

281 吉村 いろは 12 滋賀県 夢見心地 改 ベラ ミーナバレエスクール

282 松田 光帆 12 神奈川県 slight foaming 長島 裕輔 Allee Ballet Studio

284 橋本 佳奈 12 愛知県 as I am 大見 奈央 オオミナオバレエスタジオ

292 白瀬 愛佳 12 大阪府 Despite the Rain 安川 千晶 ワクイバレエスクール

314 宮 さくら 13 千葉県 ペトリューシュカ 遠藤 康行 梨木バレエスタジオ

316 水上 叶和子 13 東京都 GIFT 髙比良 洋 メザミバレエスタジオ

318 神原 千優 13 大阪府 under the spring sky 村瀬 亜衣良 isバレエ・アカデミア

321 杉浦 璃子 13 大阪府 la terre 鈴木 夢生 奥野景子バレエスタジオ

325 佐藤 菜摘 13 神奈川県 Hunter 宮内 麻衣子 YARITA YU BALLET STUDIO

326 山谷 優月 13 滋賀県 ancienne mémoire 山谷 優月 バレエスタジオアッサンブレ

327 吉田 瑛麻 13 神奈川県 ad 五島 茉佑子 Aristo BALLET STUDIO

328 伊藤 綺華 13 東京都 Nostalgie 木原 浩太 シンフォニーバレエスタジオ

333 寺島 寧々 13 東京都 Departure 髙比良 洋 メザミバレエスタジオ

335 長谷川
イオアナ はな

13 大阪府 Experience 大嶋 正樹 中野由佳子バレエスクール

338 中島 望沙 13 東京都 Erbarme Dich 南條 健吾 徳永由貴バレエスクール

339 布村 諭理奈 13 北海道 Ligne 齋藤 希生 Nバレエアカデミー

343 熊谷 佳花 13 神奈川県 color Sakiko 5Angel Shouin Ballet Company

345 川瀬 美桜 13 静岡県 赤いばら 鈴木 竜 Natsuki Ballet Academy

349 デイヴィス
夢華

13 石川県 Awakening the kraken 徳山 華代 ecole・de・HB



352 岸 琴音 13 埼玉県 Passion Flower 芳賀 のぞみ HAGAバレエアカデミー

357 北見 笑菜 13 東京都 Inner Wind 山井 絵里奈 パークサイドバレエスタジオ

358 小林 愛理澄 13 東京都 Do I Move You? 南條 健吾 徳永由貴バレエスクール

359 大岡 未來 13 大阪府 Borage 安川 千晶 ワクイバレエスクール

363 出田 梨華 13 大阪府 イデア　ボール サイトウ マコト 田中バレエ・アート

364 高木 優 13 福井県 FREEFALL 鈴木 竜 クレール・バレエスタジオ

366 河村 雛乃 13 神奈川県 sola Masa Kolar KK インターナショナル

370 度會 悠乃 13 東京都 The Time to run 髙比良 洋 メザミバレエスタジオ

375 竹村 伊織 13 埼玉県 Q&A 横山 史歩 HAGAバレエアカデミー

380 鷲頭 和 13 東京都 Eine Kleine... キミホ ハルバート Baño Ballet

381 池田 心音 13 福井県 Place I Belong 鈴木 竜 クレール・バレエスタジオ

383 友井 日葵 13 東京都 Evolve 宮内 麻衣子 YARITA YU BALLET STUDIO

386 松本 結和 13 神奈川県 Luna 熊沢 里美
セェリ・アカデミー・ド・
バレエ

389 秋田 俐子 13 大阪府 Woebegone 安川 千晶 ワクイバレエスクール

392 木村 咲来 13 東京都 Blooming garden 木原 浩太 シンフォニーバレエスタジオ

395 小浦 彩楽 13 広島県 Stella del Mattino 鈴木 竜 古江バレエスクール

398 國立
桃菜フローラ

13 神奈川県 Genome 井向 健二 BALLET・LE・COEUR

401 東 さくら 13 鹿児島県 in a glade 平田 友子
Ballet Studio 22 Classic &
Contemporary

407 藤田 結奈 13 大阪府 Wing of tears 島崎 徹 ルシアバレエスクール

408 前 紗莉 13 兵庫県 Awoken 安川 千晶 ワクイバレエスクール

411 田中 緒音 13 兵庫県 Rain Town 水野 多麻紀 れい美花Dance Studio

414 梅原 ひなた 13 神奈川県 Departure 牧野 彩季 バレエスタジオAKIKO

420 国米 琴乃 13 東京都 Last Dream 金田 あゆ子 金田・こうのバレエアカデミー

423 三浦 良香 13 北海道 elapsed 向井 章人 小林絹恵バレエスタジオ

424 安永 璃子 13 東京都 孤光 船木 こころ Studio Croix

425 太田 花名 13 千葉県 Episode 田畑 真希 佐藤朱実バレエスクール

426 全 粹雅 14 東京都 A 宮内 麻衣子 YARITA YU BALLET STUDIO

427 中島 尚 14 東京都 Into the mist 木原 浩太 シンフォニーバレエスタジオ

432 齋藤 杏 14 東京都 Hatch 井上 浩二 デパルクバレエスクール

433 小山 杏 14 大分県 what the tribe told me 島崎 徹 Mari Ballet Youth & School

434 小長井 麻矢 14 千葉県 Innocent 木原 浩太 シンフォニーバレエスタジオ

435 三浦 結愛 14 東京都 Polaris 前田 新奈 Aristo BALLET STUDIO

436 中田 結 14 東京都 Partita 井上 かおり デパルクバレエスクール

442 本山 可望 14 愛知県 1990 Autumn Escape 鈴木 竜 バレエスタジオ コンチェルト

444 南原 彩花 14 京都府 Tangled Beats 塚本 真世 Ecole de Ballet Asuka

446 南須原 優樺 14 東京都 Persona 髙比良 洋 メザミバレエスタジオ

447 橘 美乃 14 鹿児島県 Voice of Solace 平田 友子
Ballet Studio 22 Classic &
Contemporary

448 石井 伶奈 14 大阪府 天使の足音 矢上 恵子 佐々木美智子バレエスタジオ

449 菊池 花鳳 14 愛知県 Driven 鈴木 竜 バレエスタジオ コンチェルト

450 酒井 胡音実 14 愛知県 Best showtime 森 高子、森 有菜 森高子バレエ教室

456 福井 葵 14 大阪府 Cell 本間 紗世 エトワールバレエスクール

461 松谷 咲和 14 東京都 Chapter I 宮内 麻衣子 YARITA YU BALLET STUDIO

462 須藤 そら 14 北海道 grace 大森 弥子 Takako Classical Ballet

467 片岡 優杏 14 愛知県 Conflict 森 有菜 森高子バレエ教室

469 佐々木 美幸 14 神奈川県 Chapter III 宮内 麻衣子 YARITA YU BALLET STUDIO

471 福本 あいり 14 東京都 Dazzle 岸端 美保
ケイナカノクラシックバレエ
アカデミー

472 楠 怜子 14 静岡県 Wandering heart 大見 奈央 オオミナオバレエスタジオ



474 山本 李桃 14 神奈川県 Contentment 武石 光嗣 バレエアトリエ クレア

475 依光 杏夏 14 東京都 This Place Was A Shelter 宮内 麻衣子 YARITA YU BALLET STUDIO

476 政野 愛佳 14 大阪府 revealing 佐藤 惟 Aki Ballet School

477 岩 怜那 14 愛知県 equilibrium 岡本 壮太 ベルバレエスタジオ

478 工藤 倭小 14 大阪府 another Solitude. 玄 玲奈 Alouette Ballet Academy

479 森 杏華 14 愛知県 Flying 鈴木 竜 バレエスタジオ コンチェルト

484 松川 紗奈 14 東京都 Voice 木原 浩太 シンフォニーバレエスタジオ

489 宮宇地 ねね 14 東京都 Last Letter
坂田 守、

長谷川 まいこ
高橋洋美バレエスタジオ

491 山本 美弥 14 大阪府 Unfazed 山田 仁美 バレエ オブ アメリカ

494 伊藤 和乃 14 北海道 aspiration 向井 章人 小林絹恵バレエスタジオ

496 立見 雛子 14 東京都 Hourglass 金田 あゆ子 金田・こうのバレエアカデミー

497 盛永 維 14 埼玉 Rondino 池田 武志 アクリ・堀本バレエアカデミー

502 阿部 芽音 14 東京都 Agnus Dei 南條 健吾 徳永由貴バレエスクール

509 松本 貴央奈 14 東京都 Erosion 貝ケ石 奈美 徳永由貴バレエスクール

510 矢次 真央 14 大阪府 Talk to her 山田 仁美 バレエ オブ アメリカ

513 大野 愛美 14 神奈川県 in the Mists 森中 健智 森中牧バレエスタジオ

517 小松 詩姫 14 高知県 Cloak and Dagger 中田 亜優 バレエ　ヴェリテ

518 川田 乙葉 14 大阪府 It's time for a coffin break 岸田 あずさ YOKOクリエイティブバレエ

519 木村 里咲 14 北海道 In Gear 齋藤 紀子 Nバレエアカデミー

520 竹内 理桜 14 神奈川県 TWIST of FATE 岩上 純 ひらつかアート・バレエ
スタジオ

523 北山 桃香 14 広島県 ensuite 藤川 雅子 谷野みき子バレエスクール

524 熊谷 悠 14 愛知県 Sink 鈴木 竜 バレエスタジオ コンチェルト

525 坪田 麗 14 北海道 エルニーニョ 左右木 健一
PureHeartクラシックバレエ
スタジオ

527 東山 侑生 14 香川県 Reveries of you 小㞍 健太 近藤バレエ研究所

528 宮岡 心優 14 兵庫県 オモイ 中嵜 柚香里
バレエスタジオアンジュ
向山陽子バレエスクール

531 片平 楓和娃 14 鹿児島県 Appearance 平田 友子
Ballet Studio 22 Classic &
Contemporary

532 周藤 百音 14 神奈川県 Antwort 木ノ内 乃々 マユミキノウチバレエスタジオ

533 萩原 優歌 14 大阪府 Never Enough 難波 梓 Marikoバレエスタジオ

601 秋田 瑛汰 12 大阪府 Departure 安川 千晶 ワクイバレエスクール

606 戸原 和玖 12 千葉県 Tempesta 奥薗 将文 K-Grace Ballet

607 松本 澪 12 愛媛県 Ball 大柴 拓磨 ヨシイバレエ芸術学園

614 利田 太一 13 東京都 猫はいつもひとりが好き 木原 浩太 シンフォニーバレエスタジオ

620 松井 駿 13 奈良県 INFINITE 室尾 由紀子 バレエ･エトワール

621 宮﨑 圭介 13 大阪府 Sound tracing 安川 千晶 ワクイバレエスクール

632 吉田 凱星 14 北海道 rite 向井 章人 小林絹恵バレエスタジオ



■コンテンポラリー部門 シニア (15～21歳)
No. 参加者名 年齢 都道府県 作品名 振付 スタジオ名

702 澁谷 菜々瀬 15 埼玉県 Badinerie Massimo Acri アクリ・堀本バレエアカデミー

704 渡邉 舞香 15 京都府 Desire 堀川 美和 福谷葉子バレエスタジオ

708 山口 望 15 兵庫県 The Last Letter 本間 紗世 エトワールバレエスクール

709 青木 萌奈美 15 東京都 月に寄せる歌 遠藤 康行 梨木バレエスタジオ

715 平沼 凜 15 東京都 限りなく懐かしい階 船木 こころ Studio Croix

718 林 あかね 15 愛知県 hunt 田中 すみれ 金澤志保バレエスタジオ

719 和田 奈々愛 15 大阪府 Memento 本間 紗世 エトワールバレエスクール

724 斉藤 ひなた 15 埼玉県 Discover 田代 華梨 アクリ・堀本バレエアカデミー

725 中島 夢渚 15 兵庫県 beyond 鈴木 夢生 奥野景子バレエスタジオ

727 市川 愛依 15 愛知県 Raphaël 田中 すみれ 金澤志保バレエスタジオ

729 ヘンリー
ナタリー

15 大阪府 HUMANITY 大嶋 正樹 中野まりバレエスタジオ

730 松丸 凛 15 埼玉県 My Space 田代 華梨 アクリ・堀本バレエアカデミー

731 三浦 衣織 15 千葉県 Truth 服部 千尋 シンフォニーバレエスタジオ

732 吉本 凪李 15 埼玉県 Wheel of Truth キミホ ハルバート アクリ・堀本バレエアカデミー

734 沼本 小春 15 三重県 OKHO 大嶋 正樹 Ballet Academy studio Etoile

736 柳島 れい 15 岡山県 Rayons de soleil 丸山 陽司 プティバレエスタジオ

738 小林 りりあ 15 宮城県 Again 川合 十夢 MAYA Ballet Studio

740 林 里穂 15 千葉県 Lily of the Valley 服部 千尋 シンフォニーバレエスタジオ

742 鈴木 琴乃 15 埼玉県 winless 田代 華梨 アクリ・堀本バレエアカデミー

744 中川 環 15 大阪府 Lapis 岡田 小巻 柏原シティバレエ

750 佐々木 桃 15 大阪府 sleep in heavenly peace 丸山 陽司 山口ゆうこバレエスクール

751 鈴木 琉愛 15 栃木県 Bloom 池上 直子 OSOZAWA BALLET STUDIO

752 馬場 萌羽 15 神奈川県 柔らかな境界 船木 こころ Studio Croix

755 松田 南帆 15 神奈川県 Feeling with the moisture 長島 裕輔 Allee Ballet Studio

756 高島 里菜 15 神奈川県 Pororoca 梶田 留以 エコールふたまたがわ

757 土岐 杏 15 神奈川県 Priming effect 梶田 留以 エコールふたまたがわ

760 前田 美結 15 北海道 memory 向井 章人 小林絹恵バレエスタジオ

761 永易 雪 15 東京都 Seek 髙原 伸子
Avec Coco 福田純子バレエ
スタジオ

763 八巻 璃奈 16 東京都 on the way 金田 あゆ子 金田・こうのバレエアカデミー

766 渡部 海璃 16 東京都 Iris 吉崎 裕哉 MIMIバレエスタジオ

767 愛甲 梨乃 16 千葉県 palette
坂田 守、
長谷川 まいこ

高橋洋美バレエスタジオ

773 谷口 葉南 16 和歌山県 Via Dolorosa 山田 仁美 バレエ オブ アメリカ

776 丸尾 花子 16 大阪府 Voiceless 本間 紗世 エトワールバレエスクール

777 高橋 友莉亜 16 和歌山県 Initium 西田 真里亜 エトワールバレエスクール

786 東 すず 16 鹿児島県 With The Beat 平田 友子
Ballet Studio 22 Classic &
Contemporary

788 高尾 志結 16 東京都 Solo of Passacaglia 遠藤 康行 Endo Ballet / エンドウ・バレエ

793 髙橋 清夏 16 神奈川県 Sacrifice 遠藤 康行 Ballet Studio Lien

794 光岡 幸姫 16 埼玉県 Flow in me 川合 十夢 アクリ・堀本バレエアカデミー

802 伊藤 凪沙 16 東京都 落ちる月 船木 こころ Studio Croix

805 酒井 早紀 16 神奈川県 About Coming and Leaving 鈴木 竜 BALLET・LE・COEUR

806 髙橋 彩 16 大阪府 Tomte 岡田 小巻 柏原シティバレエ

811 鈴木 祈音 16 岡山県 IENE 丸山 洋司 プティバレエスタジオ

812 勝原 佳音 16 石川県 Untitled 2 (Figures) 苫野 美亜 Mari Ballet Youth & School

813 竹丸 明希 16 大阪府 light and shadow 吉川 優美子 CoCoN de Ballet.Arts

815 石井 涼 17 大阪府 柊 佐藤 惟 Aki Ballet School

820 山田 凜 17 熊本県 Fly 矢野 友葉 Studio Blatt



No. 参加者名 年齢 都道府県 作品名 振付 スタジオ名

824 天笠 りあ 17 石川県 BRAHMS ベン 飯田 Swan International Ballet School

828 登内 夏葉 17 東京都 Suites 井向 健二 シムズバレエ

832 上田 麻央 17 東京都 mist キミホ ハルバート アーキタンツ・トレーニング・
プログラム

833 中上 紗々楽 17 東京都 Her Song 髙比良 洋 メザミバレエスタジオ

834 西田 そら 17 愛知県 Event Horizon 井口 裕之 MAICOバレエスタジオ

839 上村 梓紗 17 京都府 All Human 佐々木 梨江 アイコシーマンバレエスタジオ

844 上野 愛佳 17 神奈川県 いき 鈴木 竜 BALLET・LE・COEUR

845 出雲 香乃 17 広島県 Bipedal steps 島崎 徹 小池バレエスタジオ

846 寺山 優里奈 17 東京都 Gentle Air キミホ ハルバート 岸辺バレエスタジオ

847 吉中 有彩 17 香川県 Finding my way 小㞍 健太 近藤バレエ研究所

849 笠原 ゐさり 17 広島県 Peractorum 中田 一史 バレエプラティーヌ

855 羽田 万凜花 17 静岡県 カルメン 遠藤 康行 鈴木直敏・恵子バレエスクール

863 市野 眞菜 18 東京都 MW 宮内 麻衣子 YARITA YU BALLET STUDIO

865 澤井 香子 18 東京都 Place 川合 十夢 アクリ・堀本バレエアカデミー

866 中島 凜和 18 神奈川県 Etude 木ノ内 乃々 マユミキノウチバレエスタジオ

867 梅野 華乃 18 福岡県 A Broken Curve 大島 匡史朗 古賀理枝バレエスタジオ

868 井上 さら 18 神奈川県 inner voice 山井 絵里奈 ABSバレエスクール

869 遠藤 ゆま 18 東京都 Liberté 遠藤 康行 Endo Ballet / エンドウ・バレエ

870 竹村 玲南 18 埼玉県 storm 川合 十夢 アクリ・堀本バレエアカデミー

879 大宮 千令 19 北海道 ひまわり 雨森 景子 ATバレエアカデミー

880 本澤 映月 19 兵庫県 マイプレイス 文山 絵真 江川バレエスクール

884 平野 江莉花 21 大阪府 voix 玄 玲奈 田中バレエ・アート

901 大竹 悠佑 15 石川県 pleasure 北井 千都代 横倉明子バレエ教室

907 石躍 悠馬 16 大阪府 Abrazochigu 岡田 兼宜 柏原シティバレエ

909 前田 創土 16 神奈川県 Cell 木原 浩太 シンフォニーバレエスタジオ

913 熊川 穂 17 栃木県 stay in my heart 池上 直子 OSOZAWA BALLET STUDIO

918 都築 空良 17 愛知県 If I Feel 奥田 寛明 大寺資二バレエアカデミー




