
ユースグランプリ (YGP) 2023日本予選

10月17日(月)～24日(日) 各部門参加者

■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

002   福地 環 9 福井県   Written in the sky   鈴木 竜   クレール・バレエスタジオ

007   佐々木 颯香 9 山口県   Louder than ever   黒木 隆江   黒木隆江バレエスタジオ

014   水江 奈那子 9 福井県   Calling for the window   鈴木 竜   クレール・バレエスタジオ

021   奥山 美瑠 9 東京都   Amaryllis   ハルバート キミホ   橘るみバレエスクール

022   中平 華都 9 山口県   Shattered Peace   黒木 隆江   黒木隆江バレエスタジオ

030   三ツ井 碧 9 兵庫県   Lapis   玄 玲奈   École de Ballet Tio

036   水石 雪葉 10 埼玉県   The Last Bird   宮内 麻衣子   HAGAバレエアカデミー

044   角田 理瑛子 10 神奈川県   nameless   木ノ内 乃々   マユミキノウチバレエスタジオ

054   藤岡 海嘉 10 広島県   Note   大嶋 正樹   バレエスタジオ　ラ・モンテ

055   福田 莉々夏 10 石川県   あなたはなんの花？   島田 明美   中山芽バレエスタジオ

057   五味 かんな 10 東京都   青い鳥を探して   木原 浩太   シンフォニーバレエスタジオ

064   中田 葵唯 10 兵庫県   Capture   磯見 源   田島和実バレエ・ストゥディオ

067   今田 日茉莉 10 広島県   A page of adolescence   中田 一史   バレエプラティーヌ

068   内田 優璃菜 10 愛知県   Aspiring   酒井 啓丞   糸尾和栄バレエスタジオ

076   五十嵐 伯逢 10 東京都   Lovely   小沼 怜奈   あかりバレエスタジオ

078   吉竹 ひなの 10 東京都   Germer   樋笠 理子   吉竹ゆかりバレエスタジオ

082   ウィリス アリシア美優 10 東京都   Remembrances   小林 啓子   バンクーバーバレエシアター

084   髙井 梨衣那 10 東京都   Brilliant   池ヶ谷 奏   マーサ・ロシアン・バレエ 

085   管野 いち乃 10 大阪府   Dream Chaser   増野 佳恋   Anne-Grace.Ballet Studio

086   福井 花音ケリー 10 神奈川県   kiku   井向 健二   BALLET・LE・COEUR

088   髙橋 杏 10 埼玉県   Voice   高瀬 瑶子   Flora Ballet

090   谷 侑奈 10 広島県   Pastel   米田 野々花   古江バレエスクール

093   永島 美結 10 兵庫県   Forfeit   佐藤 惟   村瀬沢子バレエスクール

100   中田 佳幸 10 千葉県   アヴェ・マリア   大川 敬子   K-Grace Ballet 

106   若菜 姫織 10 兵庫県   嘘つき   中田 一史   BALLET STUDIO INFINITY

107   三宅 るしあ 10 香川県   Spring Flutter   小㞍 健太   近藤バレエ研究所

111   笹岡 采莉 10 東京都   Homecoming   木原 浩太   シンフォニーバレエスタジオ

113   山橋 由依 10 東京都   Innocent   木原 浩太   シンフォニーバレエスタジオ

114   伊藤 杏 10 大阪府   My way   島田 莉沙   Anne Ballerina

116   Madison Batts 10   Pulling Strings   Heidi　Wilde   Okinawa School of Performing Arts

122   吉田 悠央 11 大阪府   esperança   磯見 源   シェイラバレエスクール

129   岩井 夢花 11 神奈川県   One Day   牧野 彩季   バレエスタジオAKIKO

130   白石 杏菜 11 大阪府   Play Pit   寺田 みさ子   橋本幸代バレエスクール&Jr.co.

131   豊嶋 紗彩 11 広島県   Allegro   大嶋 正樹   バレエスタジオ　ラ・モンテ

134   岩本 和來 11 兵庫県   Fly Me to the Moon   Melody Square   BU-TO-O-KAI

135   小林 詩 11 東京都   Shizuku   松尾 望   TLEUBAEV Ballet School

136   月山 莉衣咲 11 東京都   A long way away   塩澤 奈々   Joli Ange Ballet Studio
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No. 参加者名 年齢 都道府県 作品名 振付 スタジオ名

139   飯田 珠乃 11 大阪府   memoria   丸山 陽司   山口ゆうこバレエスクール

148   川端 茉依 11 奈良県   The Waterside   西岡 ひなの   萩ゆうこバレエスタジオ

149   山下 結衣 11 大阪府   chéri kel?   安川 千晶   ワクイバレエスクール

150   星 心咲 11 愛媛県   Twinkle Night   清水 桐子   Ecole Mai Ballet

151   原 結芽 11 大阪府   Dens   玄 玲奈   Alouette Ballet Academy

154   藤江 環 11 神奈川県   le noir 開かない心    Sakiko   5 Angel Shouin Ballet Company

156   滝本 慧 11 東京都   Far away   木原 浩太   シンフォニーバレエスタジオ

159   山田 花怜 11 東京都   雨を通り抜けて   船木 こころ   Studio Croix

167   増田 璃茉 11 東京都   Bi   井向 健二   BALLET・LE・COEUR

171   武藤 梨蘭 11 兵庫県   Le Corps   磯見 源   École de Ballet Tio

173   佐々木 愛唯 11 東京都   Bright   紫竹 康太   Un Pas

177   尼岡 沙捺 11 兵庫県   0～Zero～   磯見 源   École de Ballet Tio

178   中村 遙花 11 大阪府   Lemon Tree   玄 玲奈   Alouetto Ballet Academy

179   上野 美結 11 福井県   La Fille   鈴木 竜   クレール・バレエスタジオ

183   佐藤 杏朱 11 東京都   The Gift   安岡 由美香   MOMOバレエスタジオ

185   飯岡 志帆 11 東京都   blossom   木原 浩太   シンフォニーバレエスタジオ

186   大澤 たまき 11 東京都   Tristesse   小林 啓子   梨木バレエスタジオ

188   戸田 桜和 11 福岡県   bloom   福田 智子   三ノ上万由美バレエスタジオ

193   福田 希良花 11 東京都   Whispering   服部 千尋   シンフォニーバレエスタジオ

196   権田 みなみ 11 東京都   Spring has come   木原 浩太   シンフォニーバレエスタジオ

199   小出 瑶己 11 山口県   Missing   黒木 隆江   黒木隆江バレエスタジオ

200   内林 才結 11 東京都   Crisp Wind   服部 千尋   シンフォニーバレエスタジオ

201   岩本 桜子 11 兵庫県   The rest of life   磯見 源   田島和実バレエ・ストゥディオ

202   Luisa Bartlmae 11 東京都   Solu   井向 健二   BALLET LE COEUR

203   古矢 沙奈 11 東京都   足跡   船木 こころ   Studio Croix

209   高木 瑠衣 11 神奈川県   ESPERANTO   井向 健二   BALLET・LE・COEUR

211   中島 日菜 11 熊本県   Rise   本間 紗世   タカコバレエスタジオ

212   鳴海 絆菜 11 北海道   wish   向井 章人   小林絹恵バレエスタジオ

216   石原 瑚々 11 神奈川県   芽吹く歩み   岡本 壮太   シホバレエクラス

219   大谷 ミレナ 11 愛知県   比べられない   奥田 寛明   松本千明バレエスタジオ

220   笹野 沙莉 11 神奈川県   Nocturne   南條 健吾   M BALLET-school of dance arts-

228   西村 サリナ 11 滋賀県   セイレ－ン   平井 優子   内藤ひろみバレエ研究所

229   佐藤 永愛 11 広島県   breaking dawn   中田 一史   バレエプラティーヌ

262   齋藤 舜 11 東京都   What a wonderful world   小笠原 一真   Aristo BALLET STUDIO

265   三苫 心嗣 11 神奈川県   Spirit of the Sea   持丸 伸孝   マイ　バレエスタジオ　レスポワール

266   井上 結人 11 東京都   Moonlit angel   小笠原 一真   Aristo BALLET STUDIO
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■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

304   小川 誉稀 12 千葉県   のどかな日   大川 敬子   K-Grace Ballet

309   本庄 永茉 12 東京都   9No1   松尾 望   TLEUBAEV Ballet School

312   安田 芽生 12 石川県   Ma chere grand-mere   徳山 華代   ecole･de･HB

314   佐藤 愛莉 12 千葉県   Draw   松尾 望   TLEUBAEV Ballet School

320   光浦 更紗 12 山口県   Funny Power   清水 桐子   Aya.Ballet.Classic 

324   栗山 凜子 12 大阪府   Blanc   鈴木 夢生   奥野景子バレエスタジオ

325   竹村 凛子 12 埼玉県   ZERO   宮内 麻衣子   HAGAバレエアカデミー

329   須藤 花梨 12 東京都   ながれぼし   白坂 樹美   Avec Grace Ballet

331   高岡 耀子 12 東京都   Under the tree   松尾 望   TLEUBAEV Ballet School

333   鎌田 姫衣 12 愛知県   Would You Believe In Me   鈴木 竜   バレエスタジオコンチェルト

335   Naomi Wilde 12 沖縄県   The Way Forward   Victoria Robino   Okinawa School of Performing Arts

339   藤井 莉亜 12 兵庫県   non title   磯見 源   École de Ballet Tio

347   中島 麻那 12 愛媛県   Out of the cave   清水 桐子   愛媛バレエアカデミー

349   生沼 澪奈 12 神奈川県   resound   池上 直子   Ballet Studio forte

350   内野 麻緒 12 東京都   Glitter   安岡 由美香   MOMOバレエスタジオ

353   西澤 未梨亜 12 愛知県   Thawing   遊 礼奈   Natsumi Ballet Academy

356   池田 陽葵 12 熊本県   with   本間 紗世   タカコバレエスタジオ

363   岡村 あずさ 12 東京都   Definite Waltz   Ain Tominaga   KK International

364   森 幸香 12 三重県   invisible thread   岡本 壮太   茉莉奈バレエスクール

366   藤田 ゆい 12 大阪府   Lapin Blanc   Kimiho Hulbert   バレエ オブ アメリカ

367   坂本 瑠南 12 東京都   Lumiere   小林 啓子   梨木バレエスタジオ

369   長田 楓栄 12 神奈川県   shiro³   井向 健二   BALLET・LE・COEUR

371   小林 華子 12 福井県   Become a butterfly   林下 友美   フクイバレエ団・研究所

373   矢野 優菜 12 広島県   With melancholy   中田 一史   バレエプラティーヌ

376   小原 和 12 大阪府   Menace   磯見 源   シェイラバレエスクール

377   前田 心優 12 大阪府   声なき声   本間 紗世   ルシアバレエスクール

378   Lilac Partridge 12 沖縄県   A Promise   Kirsten Heath   Okinawa School of Performing Arts

384   塚本 花梨 12 東京都   Tears   木原 浩太   シンフォニーバレエスタジオ

385   大泉 歌卯 12 神奈川県   Joint   岡崎 隼也   シホバレエクラス

386   植原 悠稀 12 東京都   Aura   大川 敬子   K-Grace Ballet

388   中田 百音 12 神奈川県   If   山井 絵理奈   Allee Ballet Studio 

389   永井 咲良 12 愛知県   Moment   奥田 千鶴   森高子バレエ教室(パンダバレエスクール)

392   中田 こころ 12 岐阜県   POP!   鈴木 竜   Blanc Ballet Studio

398   髙橋 日鞠 12 鹿児島県   Ringing   大島 匡史朗   前田久美子バレエ

399   若田部 史香 12 千葉県   midnight   坂田 尚也   K-Grace Ballet

402   有働 凜々 12 広島県   Stray Queen   井出 みどり   森川里美バレエアカデミー

405   宮原 花音 12 鹿児島県   One of my horizon   大島 匡史郎   前田久美子バレエ

406   高木 梨緒奈 12 北海道   Go home   齋藤 紀子   Nバレエアカデミー

408   早川 薫 12 東京都   Romance de amor   小林 啓子   梨木バレエスタジオ

414   吉田 茉優 13 滋賀県   地球への侵入者   改 ベラ   ミーナバレエスクール

416   奥田 唯乃 13 千葉県   Kitten   髙比良 洋   MES AMIS BALLET STUDIO

417   三浦 日菜子 13 愛知県   as I am   岡本 壮太   ベルバレエスタジオ

419   藤岡 優心 13 大阪府   éclat   本間 紗世   ASA STUDIO

424   浜崎 ほの 13 東京都   I Heard a Lark Singing   貝ヶ石 奈美   徳永由貴バレエスクール

425   天沼 真心 13 群馬県   cork   金井 美和   Studio Pantomima

429   林 紗彩 13 宮城県   to you...   川合 十夢   MAYA Ballet Studio

3



No. 参加者名 年齢 都道府県 作品名 振付 スタジオ名

434   市川 由凛菜 13 神奈川県   recollection   池ヶ谷 奏   吉原バレエ学園

435   大谷 マイラ 13 愛知県   MR.SANDMAN   奥田 寛明   松本千明バレエスタジオ

438   上田 悠 13 東京都   Silent Voice   引地 ＆中川   引地バレエスタジオ

439   小宮 可梨奈 13 千葉県   白昼夢   坂田 尚也   K-Grace Ballet

440   榎並 璃音 13 東京都   IRIS   五島 茉佑子   Aristo BALLET STUDIO

442   藤原 仁椛 13 横浜市   Awake   遠藤 康行   M BALLET-school of dance arts-

445   小田島 麻琴 13 大阪府   Red   堀川 美和   S.BALLET.ART

446   妻鹿 桃佳 13 大阪府   Square the Circle   安川 千晶   ワクイバレエスクール

452   福山 菜都 13 東京都   白夜   遠藤 康行   梨木バレエスタジオ

454   Sarah Elizabeth Walker 13 沖縄県   The Chase   Victoria Robino   Okinawa School of Performing Arts

458   安田 莉子 13 大阪府   Breaking through   磯見 源   ソウダバレエスクール

460   白川 凛華 13 香川県   l'amour t'attend   岡 登志子   U-Ballet art space

461   村上 鈴珠 13 熊本県   She   本間 紗世   タカコバレエスタジオ

462   黒部 紗楽 13 熊本県   Red   本間 紗世   タカコバレエスタジオ

465   三宅 夏鈴 13 東京都   Think    楓   Ballet Studio forte

468   笠原 佳恋 13 福井県   Dynamis   鈴木 竜   クレール・バレエスタジオ

470   岩井 夏凛 13 神奈川県   Stella   牧野 彩季   バレエスタジオAKIKO

471   坂口 舞 13 神奈川県   beyond   岡崎 隼也   シホバレエクラス

473   中松 紫音 13 広島県   終焉より   井出 みどり   森川里美バレエアカデミー

475   青山 そら 13 福岡県   be in a puzzle   竹内 翼   竹内翼バレエスタジオ

476   島袋 眞穂 13 東京都   Still   山井 絵理奈   三鷹シティバレエスタジオ

477   藤井 美侑 13 東京都   Home   引地 ＆中川   引地バレエスタジオ

478   森 虹乃歌 13 和歌山県   Ophelia   玄 玲奈   Angel.K.Ballet

480   上阪 友香 13 神奈川県   River   木原 浩太   シンフォニーバレエスタジオ

484   石渡 音羽 13 大阪府   Fragile   山田 仁美   バレエ オブ アメリカ

485   塩田 凛 13 愛知県   drop   服部 エリカ   ワカバレエスタジオ

488   中井 のどか 13 東京都   Time after time   塩澤 奈々   Joli Ange Ballet Studio

489   鈴木 みな 13 宮城県   labyrinth   橋本 苑子   Palier Classe De Ballet

490   山田 凛香 13 東京都   Fragment of the heart   小林 啓子   梨木バレエスタジオ

493   磯部 百花 13 兵庫県   Seule   磯見 源   田島和実バレエ・ストゥディオ

494   佐藤 美愛 13 広島県   I AM   中田 一史   バレエプラティーヌ

497   渡邊 絢咲 13 東京都   Light   宮内 麻衣子   YARITA YU BALLET STUDIO 

498   川西 美代子 13 大阪府   Run to Earth   安川 千晶   ワクイバレエスクール

499   石川 くらら 13 千葉県   Crescent moon    木原 浩太   シンフォニーバレエスタジオ

501   海瀬 結佳莉 13 東京都   花は瞬く、その間に   船木 こころ   Studio Croix

503   岩井 綾音 13 千葉県   Mere   金田 あゆ子   金田こうのバレエアカデミー

506   齋藤 梨緑 13 三重県   spring   鈴木 聖治   C.J.G Ballet Studio

507   Alexandria  Tseng 13 沖縄県   Breathless   Heidi Wilde   Okinawa School of Performing Arts 

508   鈴木 初苺 13 京都府   petite fleu   佐藤 惟   バレエスタジオ　アッサンブレ

513   田中 優衣 13 愛知県   ウェンティ   井口 裕之   NORIKO BALLET STUDIO

516   黒木 桜 13 福岡県   Prelude Recomposed   大島 匡史朗   GRACE BALLET SCHOOL

517   Betty Sue Miller 13 福岡県   Cradle   大島 匡史朗   三ノ上万由美バレエスタジオ

518   早川 はる 13 兵庫県   Plaisir   磯見 源   田島和実バレエ・ストゥディオ

519   岸本 桃 13 北海道   変動   向井 章人   小林絹恵バレエスタジオ

521   村井 真綾 13 大阪府   EMPORTMENT   磯見 源   シェイラバレエスクール

523   八木 映利香 13 栃木県   The Nightingale   池上 直子   OSOZAWA BALLET STUDIO

525   藤井 真央 13 神奈川県   your song   長島 裕輔   Allee Ballet Studio
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No. 参加者名 年齢 都道府県 作品名 振付 スタジオ名

527   芳田 唯 13 大阪府   Burning up the Night   中田 一史   アルテローザバレエスクール

528   酒井 友愛 13 東京都   夜と足跡   木原 浩太   シンフォニーバレエスタジオ

531   榮 姫菜 13 東京都   Reflection   引地 ＆中川   引地バレエスタジオ

532   野上 莉彩子 13 岐阜県   The Shifting Moon   鈴木 竜   Blanc Ballet Studio

533   河﨑 心晴 13 東京都   Paths are made by walking   井上 かおり   デパルクバレエスクール

535   岩﨑 珠冬 13 東京都   OUTLASH   ハルバート キミホ   TLEUBAEV Ballet School

537   久留島 綾華 13 兵庫県   Blood for Blood   サイトウ マコト   Mai Ballet Studio

538   白瀬 愛佳 13 大阪府   River   安川 千晶   ワクイバレエ スクール

541   長澤 希実 13 京都府   Shadow   堀川 美和   真忠久美子バレエスタジオ

542   本淨 杏子 13 東京都   6.6gigue   冨永 藍音   KK International

544   遅沢 杏 13 栃木県   out of breath   池上 直子   OSOZAWA BALLET STUDIO

546   小泉 杏 13 兵庫県   Journey   酒井 亜衣良   isバレエアカデミア／泉.下森バレエ団

547   大林 美羽 13 大阪府   SUNRISE   松岡 希美   Nakano Yukako Ballet School

549   原 美空 13 熊本県   Endure   宮内 麻衣子   KMA Ballet School

551   駒田 鼓幸 13 三重県   眠りの前に…   大嶋 正樹   バレエアカデミー・スタジオエトワール

552   穂積 優 13 大阪府   Blue Rose   松岡 希美   中野由佳子バレエスクール

554   井田 杏音來 14 京都府   Cross point   本間 紗世   スコレーバレエアート

555   高見 アナスタシア 14 大阪府   SpringTime   長尾 奈美   ソウダバレエスクール

556   八倉巻 仁奈 14 千葉県   impulse   坂田 尚也   K-Grace Ballet

558   宮口 真維 14 大阪府   水光の果て   長尾 奈美   ソウダバレエスクール

561   溝口 怜果 14 三重県   Quartetto   大嶋 正樹   C.J.G Ballet Studio

564   石田 琶音 14 福岡県   Cradle   大島 匡史郎   三ノ上万由美バレエスタジオ

565   末松 璃子 14 京都府   氷の呼吸   井口 裕之   スコレーバレエアート

566   志波 聡子 14 大阪府   夢こころ   長尾 奈美   ソウダバレエスクール

567   宮 さくら 14 千葉県   Elegy   遠藤 康行   梨木バレエスタジオ

568   Isabella Bingham 14 沖縄県   Free   Kirsten Heath   Okinawa School of Performing Arts

573   杉浦 璃子 14 大阪府   Eva's song   寺田 みさ子   橋本幸代バレエスクール&Jr.co.

578   梅田 侑奈 14 三重県   Kakera   茂木 恵一郎   茉莉奈バレエスクール

581   吉田 瑛麻 14 神奈川県   ad   五島 茉佑子   Aristo BALLET STUDIO 

582   伊藤 綺華 14 東京都   River Flows In You   鈴木 竜   シンフォニーバレエスタジオ

586   川端 里咲 14 奈良県   Plonger   西岡 ひなの   萩ゆうこバレエスタジオ

587   満田 汐音 14 和歌山県   Walking Pure   矢木 一帆   Angel.K.Ballet

589   渡邉 嘉乃 14 石川県   Vivaldi   飯田 ベン   Swan International Ballet School

593   藏重 桃子 14 福岡県   The Evening Star   大島  匡史朗   GRACE BALLET SCHOOL

594   吉村 杏莉 14 兵庫県   Crooked Smile   古川 愛実   fairy Ballet

596   寺島 寧々 14 東京都   Hoffnung   吉田 明莉   パークサイドバレエスタジオ

597   下 楓恋 14 神奈川県   Letter   長島 裕輔   Allee Ballet Studio

598   長谷川 イオアナ はな 14 大阪府   MooN   大嶋 正樹   中野由佳子バレエスクール

599   福田 心愛 14 山口県   Unleash   黒木 隆江   黒木隆江バレエスタジオ

600   中島 望沙 14 東京都   Erbarme?Dich   南條 健吾   徳永由貴バレエスクール

601   布村 諭理奈 14 北海道   I can see.   齋藤 希生   Nバレエアカデミー

602   千葉 夏葵 14 東京都   The Morning Sun   服部 千尋   シンフォニーバレエスタジオ

608   中西 うるる 14 大阪府   Beyond the door   山田 仁美   バレエ オブ アメリカ

609   デイヴィス 夢華 14 石川県   In a surreal dream   徳山 華代   ecole･de･HB

611   菅原 由香 14 愛知県   Rewind   鈴木 竜   バレエスペースS

612   岸 琴音 14 埼玉県   Reborn   横山 史歩   HAGAバレエアカデミー

613   髙橋 優月 14 福岡県   茜色の風   福田 智子   三ノ上万由美バレエスタジオ
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No. 参加者名 年齢 都道府県 作品名 振付 スタジオ名

614   野村 美南 14 福岡県   One of my horizon   大島 匡史朗   GRACE BALLET SCHOOL

618   小川 真穂 14 東京都   Hydrangea   ?比良 洋   MES AMIS BALLET STUDIO 

619   小林 愛理澄 14 東京都   Do I Move You?   南條 健吾   徳永由貴バレエスクール

621   大岡 未來 14 大阪府   A reason for being   安川 千晶   ワクイバレエスクール

622   伊藤 里紗 14 愛知県   Voices   鈴木 竜   バレエスペースS

623   大久保 知華 14 神奈川県   Lil' morning star   高橋 利枝   Ballet Studio Lien

625   宮入 眞愛 14 大阪府   冬の夢   中川 慶子   Variation Ballet School

626   中島 かれん 14 愛知県   イエヴァン・ポルカ   井口 裕之   森高子バレエ教室(パンダバレエスクール)

628   花井 香莉奈 14 大阪府   TUM BALALAIKA   一柳 麗   いちやなぎ多鶴バレエ学園

629   清水 麻鈴 14 東京都   Flow   引地 ＆中川   引地バレエスタジオ

630   出田 梨華 14 大阪府   イデア　ボール   サイトウ マコト   田中バレエ・アート

631   高木 優 14 福井県   FREEFALL   鈴木 竜   クレール・バレエスタジオ

632   山口 莉奈 14 鹿児島県   afterglow   大島 匡史朗   前田久美子バレエ

634   河村 雛乃 14 神奈川県   乗り越えた先にあるもの   河村 雛乃   KK International

636   度會 悠乃 14 東京都   CLEAR   宮内 麻衣子   MES AMIS BALLET STUDIO 

644   辻 野乃加 14 大阪府   Spring 1   宮原 由紀夫   みゆきバレエ スタジオ

645   竹村 伊織 14 埼玉県   FILTER   宮内 麻衣子   HAGAバレエアカデミー

646   石田 心結 14 岐阜県   In The Path Of The Wind   鈴木 竜   Blanc Ballet Studio

649   池田 心音 14 福井県   Place I Belong   鈴木 竜   クレール・バレエスタジオ

651   永尾 樹里 14 福岡県   When Hope Blooms   武岡 とも   ゆりこバレエスタジオ

655   垣内 蒼衣 14 大阪府   Lhasa   本間 紗世   ルシア バレエスクール

657   攝津 茜 14 東京都   Wall at the border   仁紫 高麗湖   国立スタジオ・仁紫高麗湖

660   秋田 俐子 14 大阪府   The Unknown Passage   安川 千晶   ワクイバレエスクール

661   今井 ゆり 14 北海道   Arabesque   佐藤 舞   PureHeartクラシックバレエスタジオ

662   真島 桜菜 14 大阪府   白日夢   佐藤 惟   村瀬沢子バレエスクール

663   矢成 真帆 14 千葉県   The sound of my skin   大川 敬子   K-Grace Ballet

664   木村 咲来 14 東京都   Lost time   服部 千尋   シンフォニーバレエスタジオ

666   森山 沙也花 14 兵庫県   SKY&BLOOD   サイトウ マコト   Mai Ballet Studio

670   竹越 結生 14 兵庫県   Wings of light   佐藤 知子   蔵本誠子バレエスクール

672   東 さくら 14 鹿児島県   空地   平田 友子   バレエスタジオ22クラシック&コンテンポラリー

675   藤田 結奈 14 大阪府   Mement   本間 紗世   ルシアバレエスクール

677   大場 ゆう子 14 東京都   Intent   宮内 麻衣子   YARITA YU BALLET STUDIO

679   新谷 陽里 14 東京都   midnight   松尾 望   TLEUBAEV Ballet School

682   田中 緒音 14 兵庫県   Metallic door   水野 多麻紀   れい美花Dance Studio

684   藤田 琴美 14 東京都   A Fairy’s Breath   キミホ ハルバート   岸辺バレエスタジオ

689   山﨑 宇詩 14 静岡県   Again   川合 十夢   brisa flor studio

691   國米 琴乃 14 東京都   afterglow   金田 あゆ子   金田・こうのバレエアカデミー

693   木尾 紗梨 14 鹿児島県   Prayer in the wind   平田 友子   バレエスタジオ22クラシック&コンテンポラリー

694   安永 璃子 14 東京都   White out   船木 こころ   Studio Croix

695   岡本 睦未 14 愛知県   蟹   井口 裕之   NORIKO BALLET STUDIO

751   金子 楓太 12 兵庫県   ID   中田 一史   BALLET STUDIO INFINITY

755   中西 凌輔 12 大阪府   Creation   磯見 源   ソウダバレエスクール

760   秋田 瑛汰 13 大阪府   ZEST   安川 千晶   ワクイバレエスクール

761   飯野 利一 13 千葉県   Thrust   鈴木 竜   ASAMI INTERNATIONAL STUDIO

763   福間 悠陽 13 高知県   Dance, Joy of Man’s Desire   鈴木 竜   Masako Ballet Works

770   木田 礼 14 岐阜県   Onwards   鈴木 竜   バレエスタジオコンチェルト

773   加藤 壮真 14 愛知県   Time   森 有菜   森高子バレエ教室(パンダバレエスクール)
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777   橋爪 玲旺 14 兵庫県   Busking   古川 愛実   fairy Ballet 

779   清水 舞斗 14 東京都   in the rain   池島 優   愛里バレエスタジオ

784   小林 哲也 14 福井県   Eagle   林下 友美   フクイバレエ団・研究所

787   宮﨑 圭介 14 大阪府   Vestige   安川 千晶   ワクイバレエスクール
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■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

801   栗城 実央 15 東京都   オレンジの風   木原 浩太   シンフォニーバレエスタジオ

804   木村 黄菜 15 広島県   Aim   米田 野々花   古江バレエスクール

805   齋藤 杏 15 東京都   Geometric trajectory   Maurice Causey   デパルクバレエスクール

806   小長井 麻矢 15 千葉県   Trains is into the dark   木原 浩太   シンフォニーバレエスタジオ

807   三浦 結愛 15 東京都   naz   前田 新奈   Aristo BALLET STUDIO

808   中田 結 15 東京都   PATH   井上 かおり   デパルクバレエスクール

810   井上 由乃香 15 福岡県   Moving Lines   大島 匡史朗   三ノ上万由美バレエスタジオ

812   Jill Braud 15 沖縄県   Loss   Ruth Arensdorf   Okinawa School of Performing Arts

814   内田 美優 15 三重県   追憶   穴井 裕里恵   茉莉奈バレエスクール

815   谷 俐理子 15 兵庫県   Petrichor   鈴木 夢生   奥野景子バレエスタジオ

820   Leah Branum 15 沖縄県   Finding Hope   Ruth Arensdorf   Okinawa School of Performing Arts

821   石井 伶奈 15 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

822   菊池 花鳳 15 愛知県   THE GARDEN OF LOVE   鈴木 竜   バレエスタジオコンチェルト

823   林 茉央 15 宮城県   Seeking life   川合 十夢   MAYA Ballet Studio

825   水戸野 彩花 15 長野県   PATH   遠藤 康行   白鳥バレエ学園

828   池畑 最望 15 兵庫県   Mermaid   サイトウ マコト   Ballet Studio fairy

834   片岡 優杏 15 愛知県   盗塁   井口 裕之   森高子バレエ教室(パンダバレエスクール)

835   佐藤 瑚夏 15 福岡県   砂漠の花   福田 智子   三ノ上万由美バレエスタジオ

837   福本 あいり 15 東京都   It matters   佐田 遥香   ケイナカノクラシックバレエアカデミー

838   野末 小雪 15 福岡県   The Peanut Vendor (El manisero)   ファシオーニジュニア ヴラディミア   ガリビヤンバレエアカデミー

839   政野 愛佳 15 大阪府   unsync   幸田 亮一   Aki Ballet School

840   岩 怜那 15 愛知県   falling leaves   岡本 壮太   ベルバレエスタジオ

841   工藤 倭小 15 大阪府   Moksha   玄 玲奈   Alouette Ballet Academy

842   下永 小百合 15 宮城県   Take a guess   髙橋 一輝   カトルカールバレエスタジオ

844   松川 紗奈 15 東京都   Voice   木原 浩太   シンフォニーバレエスタジオ

851   宮宇地 ねね 15 東京都   失われた時を求めて   坂田守 長谷川まいこ   高橋洋美バレエスタジオ

852   樽谷 咲 15 兵庫県   Zaghu   磯見 源   École de Ballet Tio

854   伊藤 和乃 15 北海道   garden   向井 章人   小林絹恵バレエスタジオ

857   上坂 莉子 15 兵庫県   Silent Love   Square Melody   BU-TO-O-KAI

858   阿部 芽音 15 東京都   Agnus Dei   南條 健吾   徳永由貴バレエスクール

863   伊藤 芽唯 15 鹿児島県   In Him   大島 匡史朗   前田久美子バレエ

864   李 是奈 15 神奈川県   2U   Sergiev Sergey   川口ゆり子バレエスクール町田スタジオ

866   細井 凜 15 兵庫県   それでも夜は明ける   佐藤 惟   村瀬沢子バレエスクール

867   大野 愛美 15 神奈川県   仄暗い光の中から   森中 健智   森中牧バレエスタジオ

870   小松 詩姫 15 高知県   Here I Am   中田 亜優   バレエ　ヴェリテ

871   川田 乙葉 15 大阪府   Adios   岸田 あずさ   YOKOクリエイティブバレエ

877   大北 千裕 15 千葉県   Cafe Terrace at Night   髙比良 洋   MES AMIS BALLET STUDIO

878   東山 侑生 15 香川県   Reverise of you   小㞍 健太   近藤バレエ研究所

880   宮岡 心優 15 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

887   三瓶 陽愛 15 神奈川県   ここ   梶田 留以   エコールふたまたがわ

888   周藤 百音 15 神奈川県   Antwort   木ノ内 乃々   マユミキノウチバレエスタジオ

895   福田 茉莉香 16 大阪府   en marchant   丸山 陽司   田中景子バレエスクール

899   藤岡 由衣 16 兵庫県   Sign   堤 悠輔   sAtsukiBallet

901   山口 望 16 兵庫県   Soar   本間 紗世   エトワールバレエスクール

903   古田 愛奏 16 大阪府   Transfiguration   岸田 あずさ   川上恵子バレエスクール

906   原田 伽音 16 福岡県   Heath   大島 匡史朗   さおりバレエスタジオ

911   鍵和田 久美子 16 東京都   Step over the Step   引地 ＆中川   引地バレエスタジオ

913   平沼 凜 16 東京都   ちぐはぐの夜   船木 こころ   Studio Croix

915   和田 奈々愛 16 大阪府   Beat   西田 真里亜   エトワールバレエスクール

917   田中 舞 16 三重県   城を描く   穴井 裕里恵   茉莉奈バレエスクール
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920   冨田 好花 16 和歌山県   廃墟の風   本間 紗世   シュウバレエスタジオ

921   森田 梨良 16 大阪府   Ruah   宮原 由紀夫   有紀バレエスタジオ

922   中島 夢渚 16 兵庫県   beyond   鈴木 夢生   奥野景子バレエスタジオ

923   Kelly Rose Walker 16 沖縄県   Redemption   Victoria Robino   Okinawa School of Performing Arts

925   牧野 彩花 16 神奈川県   月華美人   SAKIKO   5 Angel Shouin Ballet Company

926   渡邉 七海 16 北海道   赤のシンフォニー   齋藤 紀子   Nバレエアカデミー

932   加藤 佑奈 16 宮城県   gift   高原 伸子   仙台 M＆M Ballet Studio

933   小林 りりあ 16 宮城県   I feel   川合 十夢   MAYA Ballet Studio

934   鈴木 ベニ 16 三重県   Voice   大嶋 正樹   バレエアカデミー・スタジオエトワール

935   大橋 季惟 16 東京都   Elsewhere   山井 絵理奈   三鷹シティバレエスタジオ

936   有村 葵 16 岡山県   crepuscule   幸田 亮一   ETSUKOバレエスタジオ

937   孝多 里月 16 東京都   My only desire   服部 千尋   シンフォニーバレエスタジオ

939   塩谷 琴美 16 静岡県   アラベスク模様   木原 浩太   伊藤美智子バレエスタジオ

941   名取川 さくら 16 神奈川県   Hustle Bustle   井向 健二   BALLET・LE・COEUR

949   土岐 杏 16 神奈川県   Hypnagogia   梶田 瑠衣   エコールふたまたがわ

951   二ノ方 ゆきの 16 福岡県   The hours   ガリビヤン 奈帆   ガリビヤンバレエアカデミー

952   中尾 星麗奈 17 神奈川県   イヴ   坂田 守   ワイダンスカンパニー

958   愛甲 梨乃 17 千葉県   Palette   坂田守 長谷川まいこ   高橋洋美バレエスタジオ

963   小川 珠友環 17 北海道   月光   齋藤 紀子   Nバレエアカデミー

964   塩見 苺菜 17 兵庫県   fée de la forêt   松岡 希美   中野由佳子バレエスクール

965   丸尾 花子 17 大阪府   Libertas   西田 真里亜   エトワールバレエスクール

966   高橋 友莉亜 17 和歌山県   Uka   本間 紗世   エトワールバレエスクール

968   梶木 花音 17 大阪府   Isadora   堀川 美和   真忠久美子バレエスタジオ

969   北川 茉美子 17 大阪府   meguri   宮原 由紀夫   田中景子バレエスクール

972   Lilyana Roque 17 沖縄県   A New World   Victoria Robino   Okinawa School of Performing Arts

973   Audrey Fekken 17 沖縄県   Time   Victoria Robino   Okinawa School of Performing Arts 

979   金城 琴音 17 東京都   I‘m here   木原 浩太   Ballet Studio l'acanthe

981   伊藤 凪沙 17 東京都   Zero Hour   舩木 こころ   Studio Croix

985   灰谷 亜珠 17 兵庫県   Trace of you   堤 悠輔   sAtsukiBallet 

986   吉田 和奏 17 大阪府   The Trebel Clef   岸田 あずさ   田中景子バレエスクール

989   本持 桜子 17 茨城県   Somariyuku   山下 菜奈   広瀬加藤バレエスタジオ

996   永野 きあら 18 東京都   night forest   木原 浩太   Ballet Studio l'acanthe

997   天笠 りあ 18 石川県   Luna   ベン 飯田   Swan International Ballet School

1000   古澤 彩莉珠 18 福岡県   Heath   大島 匡史郎   さおりバレエスタジオ

1001   押部 凛 18 兵庫県   Addiction   古川 愛実   fairy Ballet

1002   長谷川 真歩 18 兵庫県   Jungla   古川 愛実   fairy Ballet

1005   上村 梓紗 18 京都府   Wandrian   佐々木 梨江   Aiko Seaman Ballet Studio

1008   笠原 ゐさり 18 広島県   Attenuating memory   中田 一史   バレエプラティーヌ

1013   池田 若菜 18 神奈川県   Things are going   金田 あゆこ   Ballet Arte

1017   岳川 梨理香 19 兵庫県   collision point   中田 一史   BALLET STUDIO INFINITY

1019   中島 凜和 19 神奈川県   Etude   木ノ内 乃ノ   マユミキノウチバレエスタジオ

1022   大場 蒔音 19 富山県   I can fry   武岡 とも   Fairy Ballet Theater

1026   見市 涼 21 大阪府   transition   室尾 由紀子   Studio MAGGOT

1051   横田 卓音 15 兵庫県   Evolu   磯見　 源   田島和実バレエ・ストゥディオ

1052   水杉 瑚太朗 15 兵庫県   Beat   磯見 源   松本真由美バレエスクール

1054   島長 賢汰 15 大阪府   A Boy with his Head Down   佐藤 玲緒奈   ルシアバレエスクール

1058   中井 規矩士 16 和歌山県   Wanderer 2   Nomura Tetsuya   BALLET STUDIO TIARA

1061   水谷 瑠伊 16 東京都   Colors   遠藤 康行   Endo Ballet/ エンドウ・バレエ

1064   億田 千都 16 滋賀県   夜と霧   佐藤 惟   本多恵子バレエ学園

1065   今村 敬 16 福岡県   CRY OF THE SOUL   武岡 とも   ゆりこバレエスタジオ

1067   安海 真之介 16 群馬県   Eyes to widen   渡辺 レイ   山本禮子バレエ教室
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No. 参加者名 年齢 都道府県 作品名 振付 スタジオ名

1074   小嶋 萌生 17 愛知県   Take off   本間 紗世   S・Kバレエ

1078   桑野 蒼空 18 長崎県   羽ばたき   荒金 みのり   みのりバレエスタジオ

1079   横田 賢志郎 18 愛知県   If I FEEL   奥田 寛明   大寺資ニバレエアカデミー
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