
ユースグランプリ（YGP） 2023 日本予選
■参加スタジオ

スタジオ名 主宰者・指導者 スタジオ名 主宰者・指導者

アーキタンツ・トレーニング・プログラム Michael Shannon、キミホ ハルバート

アースバレエ 中村 綾

アートカンパニーバレエスタジオ 川瀬 幸代 エトワールバレエスタジオ 永井 木綿子

アートバレエ 小野 由加利 愛媛バレエアカデミー 舟見 玲子

R.N Ballet 金山 良佳 F Ballet Studio 福本 弘美

R Ballet Academy 村本 良子 emu little ballet 朝井 ゆうこ

Rr Ballet Studio 杉江 瑠美 MRB松田敏子リラクゼーションバレエ 松田 敏子

RBSバレエカンパニー 井関 典子 M&A松本バレエスタジオ 青山 啓子、松本 道子、齋藤 日向乃

isバレエアカデミア／泉.下森バレエ団 泉 ポール、下森 瑞、酒井 亜衣良 M BALLET-school of dance arts- 鎌田 真帆、南條 健吾

エリカバレエスタジオ 中島 エリカ

Angel.K.Ballet 河森 睦生、玄 玲奈、矢木 一帆

愛里バレエスタジオ 阿野 愛里、阿野 香央里、池島 優 エンジェルス・バレエ アカデミー 林 昭美、林 麗華

Avec Grace Ballet 長谷 明子、白坂 樹美 Endo Ballet/ エンドウ・バレエ 遠藤 康行、須永 リエ

あかりバレエスタジオ 和田 安佳莉、小沼 怜奈 Nバレエアカデミー 齋藤 紀子、齋藤 希生

Aki Ballet School 髙田 亜紀、幸田 亮一 OC BALLET ACADEMY 岡﨑 千容

ASAMI INTERNATIONAL STUDIO 浅見 紘子 Austrian Ballet School 三谷 梨央、Christian Martinu

Amiバレエダンスアーツ 櫻井 亜美 大寺資ニバレエアカデミー 大寺 資ニ、奥田 寛明

あやこballet studio 陶山 絢子 大伴ちなみバレエ教室 大伴 ちなみ、玄 玲奈

Aya.Ballet.Classic 原田 綾子、清水 桐子 大脇めぐみバレエ 大脇 めぐみ

有明ニューシティーバレエスクール 池端 幹雄、鈴木 絵里 Okinawa School of Performing Arts Kirsten Heath、Victoria Robino

Allee Ballet Studio 川村 海生命、しのだ 彩、長島 裕輔 奥野景子バレエスタジオ 奥野 景子、鈴木 夢生、

OSOZAWA BALLET STUDIO 遅沢 佑介、永井 とも子、池上 直子

越智ゆう子バレエスタジオ 越智 ゆう子

Ariバレエスクール 塚田 亜里 オデットバレエスタジオ 岡本 望

Alouette Ballet Academy 柴橋 智子、玄 玲奈 小原芳美バレエスタジオ 小原 芳美、赤瀬 麻美

アルテローザバレエスクール 西尾 美奈子、中田 一史 柏原シティバレエ 岡田 小巻、岡田 兼宜

アルモニーバレエ 下村 華子 カトルカールバレエスタジオ 高橋 浩子、長谷川 静香

Anne-Grace.Ballet Studio 増野 佳恋 兼子真由美RussianBallet 兼子 真由美

Anna Ballet Studio 降幡 杏奈 金田こうのバレエアカデミー こうの 恭子、金田 あゆ子

Un Pas 森 浩美 カノンバレエアカデミー 砂原 伽音

Anne Ballerina 笠井 沢子、島田 莉沙 ガリビヤンバレエアカデミー Azat Gharibyan、ガリビヤン 奈帆

石坂希恵バレエスタジオ 石坂 希恵 カリンバレエアカデミー 親松 美佳

石田朋子バレエ学園 石田 朋子 川上恵子バレエスクール 川上 恵子、岸田 あずさ

いちやなぎ多鶴バレエ学園 一柳 多鶴、一柳 麗 川口節子バレエ団 川口 節子、松村 一葉

川口バレエスタジオ 川口 美千子

糸尾和栄バレエスタジオ 糸尾 和栄

稲尾光子バレエスクール 稲尾 光子 川畑麻弓バレエ教室 川畑 麻弓

今井結子バレエスタジオ 今井 結子 カンパニー・ボナテラ 中村 道子、野本 敬子

岩田バレエスクール 岩田 唯起子 岸辺バレエスタジオ 岸辺 光代、キミホ ハルバート

Variation Ballet School 中川 慶子 北口抄子バレエスタジオ 北口 抄子、北口 雅人

EIKOバレエスタジオ 佐藤 瑛子 きたむらバレエスタジオ 北村 古都、北村 正勝

ASA STUDIO 浅井 安紗、田頭 綾女 京都バレエ専門学校 有馬 えり子

AKバレエスクール 笠野 綾子、笠野 仁美 KIRIKO BALLET STUDIO 三澤 喜梨香

A BALLET STUDIO 中手 綾乃 国立スタジオ・仁紫高麗湖 仁紫 高麗湖

ecole･de･HB 徳山 華代 KUBOTA BALLET 車田スタジオ 車田 千穂、窪田 弘樹

École de Ballet Tio 佐藤 喜子、磯見 源、玄 玲奈 GRACE BALLET SCHOOL 中山 めぐみ、大島 匡史朗

École de Ballet LE SEUL 古川 和則、中川 美代子 クラシックバレエスタジオローズ 荒幡 恭子、荒幡 大輔

エコールふたまたがわ 関 清佳、梶田 留以 Krasivo Ballet Studio 田口 葵

Ecole Mai Ballet 清家 舞、清水 桐子 グラッシオバレエスクール 原田 幸子、原田 知里

S・Kバレエ 久保 早苗、本間 紗世

S.BALLET.ART 坂 聖子、堀川 美和

Etsuko.BALLET School 山本 悦子 グランバレエスタジオ 野口 起代子

ETSUKOバレエスタジオ 阿部 悦子、幸田 亮一 くるみダンスファクトリー 平野 昌子

クレール・バレエスタジオ 髙村 裕江、吉田 早希 3BLOOMS 清水 亜矢子

伊藤美智子バレエスタジオ
伊藤 美智子、金森 由里子、
木原 浩太

大出 唯、本間 紗世、河野 早百合、
西田 真里亜

川口ゆり子バレエスクール町田スタジオ
川口 ゆり子、今村 博明、
土田 明日香、

蔵本誠子バレエスクール
金子 幸雄、谷口 実香、
大場 知秀子、佐藤 知子

エトワールバレエスクール

Aiko Seaman Ballet Studio
アイコ シーマン、梶田 久美子、
佐々木 梨江

Aristo BALLET STUDIO
小笠原 一真、高橋 有里、
五島 茉佑子、前田 新奈



スタジオ名 主宰者・指導者 スタジオ名 主宰者・指導者

Crest Ballet Academy 天井 芹菜、岸本 恭平

Glänzen Ballet 土井 綾子

黒木隆江バレエスタジオ 黒木 隆江 スワンバレエカンパニー 白方 直美、赤木 佑里恵

Gloire Ballet Studio 後藤 彩、後藤 一葉 スワンバレエ研究所 高見 美智子

KMA Ballet School 岩井 佐代、泉 萌絵、宮内 麻衣子 Sena Ballet Studio 大塚 世菜

K.Classic Ballet Studio 小谷 佳世

Kei's バレエ 山田 桂子

ケイナカノクラシックバレエアカデミー 中野 敬子、佐田 遥香 Sento Ballet Academy 仙頭 由貴

K BALLET STUDIO 前田 加奈子

平真美バレエスタジオ 平 真美、

KK International 木村 規予香、冨永 藍音 タカコバレエスタジオ 中西 隆子、中西 諒、本間 紗世、

KB Ballet Studio 金 甫燕、西 希美

小池バレエスタジオ 小池 恵子、渡部 きよみ

コウワバレエ 藤井 真緒 竹内翼バレエスタジオ 竹内 翼

古賀理枝バレエスタジオ 古賀 理枝、梅野 公徳 田島和実バレエ・ストゥディオ 田島 和実、嘉本 夕葉、磯見 源

国際高等バレエ学校 大串 千恵子 橘るみバレエスクール 橘 るみ、キミホ ハルバート、

Co.,Coエレガンス長谷川千洋バレエスクール 長谷川 千洋

こころバレエスタジオ 松岡 恵美、天野 友望

CoCoN de Ballet.Arts 岸本 繭子、 田中千賀子バレエ団 田中 ルリ

小林絹恵バレエスタジオ 小林 絹恵、向井 章人 田中バレエ・アート 田中 俊行、サイトウ マコト

谷野みき子バレエスクール 谷野 みき子

DANCE WIZ がいあ 藤井 敬子

さおりバレエスタジオ 柏木 沙織、大島 匡史朗 Dance Space 市川 透

坂本バレエスタジオ 坂本 順子、浜田 小枝子 Dance Factory 早川 玲美、福井 あゆみ

ちだとしこバレエスタジオ 智田 敏子、智田 一沙

T.A.バレエ 阿部 友魅

貞松・浜田バレエ学園 貞松 正一郎、小西 康子 デパルクバレエスクール 井上 浩二、井上 かおり、齊藤 花

東京バレエスタジオ 関 巴瑠花

徳永由貴バレエスクール 徳永 由貴、貝ヶ石 奈美、南條 健吾

佐藤朱実バレエスクール 佐藤 朱実 鳥取シティバレエ 中川 亮

佐藤由子バレエスタジオ 佐藤 由子 苫小牧シティバレエアカデミー 倉茂 織絵

佐藤ユリバレエスクール 佐藤 友里、佐藤 葵、佐藤 ユリ Tomoe Ballet Studio 井手 智絵

C.J.G Ballet Studio 陳 建国、張 暁萌、大嶋 正樹

シェイラバレエスクール リマ シェイラ、磯見 源

地主薫エコール・ド・バレエ 地主 薫 内藤ひろみバレエ研究所 内藤 ひろみ、平井 優子

シホバレエクラス 奥村 志帆、岡崎 隼也、岡本 壮太 菜生バレエスタジオ 中村 菜生

シュウバレエスタジオ 小前 大介、本間 紗世 中野まりバレエスタジオ 中野 まり、ヘンリー 徳子

ジュエル・バレエスタジオ 芦内 雄二郎、芦内 美保 中野由佳子バレエスクール 中野 由佳子、松岡 希美、大嶋 正樹

翔子バレエスタジオ 池上 翔子 中村美佳バレエ教室 中村 美佳

翔 Ballet Studio 山下 あいこ 中山芽バレエスタジオ 中山（石野） 芽、島田 明美

梨木バレエスタジオ 梨木 里美、遠藤 康行、小林 啓子

Natsumi Ballet Academy 西澤 奈津美

のどかバレエスクール 川口 のどか

野々村吏美バレエスクール 野々村 吏美

シンフォニーバレエスタジオ 副 智美、浅田 良和、木原 浩太 NORIKO BALLET STUDIO 小川 典子、井口 裕之

乃羽バレエスクール 乃羽 ひとみ

パークサイドバレエスタジオ 堀岡 美香、吉田 明莉

鈴木直敏 恵子バレエスクール 鈴木 直敏、鈴木 恵子

萩ゆうこバレエスタジオ 萩 ゆうこ、上月 佑馬

Studio Pantomima 天沼 真江 白鳥バレエ学園 塚田 たまゑ、塚田 みほり

Studio MAGGOT 随原 暢子、室尾 由紀子 橋本幸代バレエスクール&Jr.co. 橋本 幸代、寺田 みさ子

STUDIO MILLE 古藪 千種 畠中三枝バレエ教室 畠中 三枝

Studio.Relucent 水崎 るり、坂田 千草 原美香バレエスタジオ 原 美香

ステップ・ワークスバレエ 後藤 千花 Palier Classe De Ballet 辻 真弓、橋本 苑子

バレエアカデミー・スタジオエトワール 奥井 眞名美、山口 梨奈、大嶋 正樹

Ballet Academy Munchen Tatiana Vogrer、David Russo

Studio Croix
鈴木 優子、船木 こころ、
山本 裕、山本 優

K-Grace Ballet
宮井 和子、坂田 尚也、中西 涼花、
大川 敬子

近藤バレエ研究所

佐々木美智子バレエスタジオ

瀬島 五月、Andrew Elphinston、
堤 悠輔

近藤 みちる、向井 くるみ、
西山 絵美、小㞍 健太

渡辺 真由美、渡辺 真由美、
飯田 ベン

仙台 M＆M Ballet Studio
チョ ミンヨン、三好 麻沙美、
高原 伸子

ソウダバレエスクール
宗田 静子、高見 佳、高見 王國、
長尾 奈美、磯見 源

Swan International Ballet School

スコレーバレエアート
末松 かよ、末松 大輔、本間 紗世、
井口 裕之

佐々木 美智子、杉原 小麻里、
石川 真理子

sAtsukiBallet

Joli Ange Ballet Studio
中島 美郷、中島 哲也、
中島（塩澤）奈々

バレエアカデミー・スタジオエトワール
奥井 眞名美、山口 梨奈、
大嶋 正樹

高橋洋美バレエスタジオ
高橋 洋美、依田 久美子、坂田 守、
長谷川 まいこ

田中景子バレエスクール
田中 景子、丸山 陽司、
宮原 由紀夫、岸田 あずさ

TLEUBAEV Ballet School
Maylen Tleubaev、トレウバエワ 美奈、
キミホ ハルバート、松尾 望

Sylphide ballet
Tumurtsooj Mashbat、
Nomin Erdenebat

HAGAバレエアカデミー
芳賀 のぞみ、宮内 麻衣子、
横山 史歩



スタジオ名 主宰者・指導者 スタジオ名 主宰者・指導者

Ballet Arte 中村 一哉、榊 珠名、金田 あゆこ petit ballet 斉藤 光代

Ballet With... 西田 菜々子 Petit Ballet Studio 野瀬 裕子

バレエ　ヴェリテ 浅利 真紀、中田 亜優 BU-TO-O-KAI 東海林 まゆ美

バレエ オブ アメリカ 山田 仁美 Blanc Ballet Studio 森口 多絵

バレエ教室Grace 安海 久美子 brisa flor studio 秋山 千加子、川合 十夢

Ballet Class Crane 鶴見 未穂子 古江バレエスクール 古江 幸江、古江 加歩

Ballet Class Deco 塩谷 奈弓、根岸 正信 Flora Ballet 小菅 香織、高瀬 瑶子

Ballet Schatz 槇本 朱子、槇本 彩子 Floral Grace Dance Association 山下 英恵

Ballet school éclat 待山 朋美 PP&CO RUSSIAN BALLET WORKS 染谷 美樹、齋藤 望、

バレエスタジオAKIKO 一ノ宮 亜希子、佐々木 実紀 Bel Anges Ballet Studio 宇都宮 理恵、杉浦 愛理

バレエスタジオ　アッサンブレ 山谷 浩子、佐藤 惟 ベルバレエスタジオ 波多野 渚砂、岡本 壮太

バレエスタジオアンジュ向山陽子バレエスクール 向山 陽子、中嵜 柚香里

BALLET STUDIO INFINITY 中田 一史、仙波 花菜、佐田 萌子

Ballet studio colors 新納 美加、西田 綾乃 本多恵子バレエ学園 本多 恵子、佐藤 惟

BALLET STUDIO CHLOE 佐々部 佳代 マーサ・ロシアン・バレエ 杉岡 マーサ、杉岡 麻魅

バレエスタジオコンチェルト 東野 泰子、鈴木 竜 Mashaバレエスクール 中野 友何

バレエスタジオSHINE 上村 美奈子 Mai Ballet Studio 中澤 舞、サイトウ マコト

BALLET STUDIO TIARA 野村 光春、野村 真理子 マイ　バレエスタジオ　レスポワール 日比野 麻衣、持丸 伸孝

バレエスタジオDUO　 田中 洋子 前田久美子バレエ 前田 久美子、大島 匡史郎

バレエスタジオ22クラシック&コンテンポラリー 有村 佳永、平田 友子 Maki Little Ballet Class 橋本 真木

Ballet Studio fairy 西山 光呼、サイトウ マコト Masako Ballet Works 上岡 真佐子、鈴木 竜

Ballet Studio Fouette 宮内 斐とみ 真忠久美子バレエスタジオ 真忠 久美子、堀川 美和

Ballet Studio forte 佐久間 由佳、池上 直子、楓 松浦かがりバレエアカデミー 松浦 かがり

Ballet Studio PRIME 吉沢 真知子 松岡伶子バレエ団 松岡 伶子、松岡 璃映

バレエスタジオ　ブリエ 高木 裕次、伊東 真央 松本千明バレエスタジオ 松本 千明、奥田 寛明

バレエスタジオPRELUDE 舞原 聖子 松本真由美バレエスクール 松本 真由美、磯見 源

Ballet Studio HORIZON 山口 茜、奥村 あゆ子 茉弓バレエクラス 原田 茉弓

バレエスタジオマートル 小出 領子、後藤 晴雄 Mami Ballet Studio 宮川 真美子

バレエスタジオUNI 東 文昭、東 麻衣子 MAYA Ballet Studio 中村 麻弥、川合 十夢、

Ballet Studio l'acanthe 野尻 龍平、涌田 美紀、木原 浩太

Ballet Studio Raffilet 鈴木 淑子

バレエスタジオ　ラ・モンテ 三尾 幸子 まゆらバレエスタジオ 三澤 まゆら

Ballet Studio Lien 福井 ゆい、後藤 和雄、高橋 利枝 Marikoバレエスタジオ 川東 まりこ

バレエスペースS 和田 紗永子、鈴木 竜

バレエプラティーヌ 佐藤 芳奈、野村 優香、中田 一史

バレエブランアート 大賀 比菜 ミーナバレエスクール 松本 奈津子、改 ベラ

Ballet Brevis 尾之内 亜紀、内村 和真 MIUバレエスタジオ 山内 未宇

バレエ　ラボラトリヤ 大堀 彩香 migaku Ballet 大場 めぐ美

BALLET・LE・COEUR 中平 絢子、賀川 暢、井向 健二 水野弘子バレエ学園 水野 永子、株田 佳香

バレリーナスクール 土屋 文乃 三鷹シティバレエスタジオ 平野 玲、武田 明子、山井 絵理奈

緑間バレエスタジオ 緑間 貴子

半澤正司オープンバレエスタジオ 半澤 正司

引地バレエスタジオ 引地 佑介、中川 真樹 みのりバレエスタジオ 荒金 みのり

ヒサミ・バレエ・アート 大成 久美 宮崎バレエスタジオ 宮崎 章夫、宮崎 公惠

BIJOUバレエスクール 森下 由唯 みゆきバレエスクール 村川 美幸

PureHeartクラシックバレエスタジオ 佐藤 舞 みゆきバレエ スタジオ 奥田 美由紀、宮原 由紀夫

ピュアバレエアカデミー元町 大浦 妙子 ムーサ★バレエ★スクール 谷口 賢馬、佐々木 ルミ

広瀬加藤バレエスタジオ 広瀬 和子、山下 菜奈 向井バレエシアター 向井 美賀子、向井 智規

ひろせバレエ 広瀬 貴子 村瀬沢子バレエスクール 春山 澤子、磯村 レイナ

5 Angel Shouin Ballet Company 正院 左貴子 Murata Dance Studio 村田 よしこ

fairy Ballet 押部 彩、古川 愛実 メグミバレエスクール 河辺 恵

Fairy Ballet Theater 武岡 とも、杉林 美里 MES AMIS BALLET STUDIO 坂地 亜美、髙比良 洋

フクイバレエ団・研究所 林下 幸世、林下 友美 MOMOバレエスタジオ 永田 桃子、安岡 由美香

森川里美バレエアカデミー 森川 里美、井出 みどり

福谷葉子バレエスタジオ 福谷 葉子、西岡 憲吾

藤田真弓バレエ教室 藤田 真弓 森中牧バレエスタジオ 森中 牧、森中 健智

茉莉奈バレエスクール
田邉 茉莉奈、穴井 裕里恵、
岡本 壮太

法村友井バレエ学校
法村 牧緒、法村 珠里、
堤本 麻起子

マユミキノウチバレエスタジオ
木ノ内 真百美、鹿渡 美樹、
木ノ内 乃々

Fouette Ballet School
Leila Alpiyeva、
Chyngyz Adzhibayev

森高子バレエ教室(パンダバレエスクール)
森 高子、森 有菜、井口 裕之、
奥田 千鶴

三ノ上万由美バレエスタジオ
三ノ上 万由美、長谷川 さくら、
大島 匡史朗、福田 智子

バンクーバーバレエシアター
Ember Wills、ウィリス 優子、
小林 啓子



スタジオ名 主宰者・指導者 スタジオ名 主宰者・指導者

森仲悠子バレエアカデミー 森仲 悠子 横倉明子バレエ教室 横倉 明子

モリヤマシティバレエ やすな みずほ、新井 崇 ヨシイバレエ芸術学園 好井 満仁子

安田尚子バレエアカデミー 安田 尚子 吉竹ゆかりバレエスタジオ 吉竹 ゆかり、樋笠 理子

山口バレエアカデミー 内冨 陽子、Victor Kostakov YOSHIDA BALLET STUDIO 吉田 明子、吉田 和人

山口ゆうこバレエスクール 山口 優子 吉原バレエ学園 吉原 嘉依子、池ヶ谷 奏

ヤマダチエサニーバレエスクール 大野 晃弘、田口 リツ子 yoshimura dance center よしむら 礼

山本なつ子バレエスクール 山本 なつ子 Rising Star Dance Studio 中村 裕子、Panspringar Fay

YARITA YU BALLET STUDIO 鎗田 優、宮内 麻衣子 Reina Ballet School 甘糟 玲奈

U-Ballet art space 河合 宥 Ray Ballet School 水野 伶美

YUKI BALLET 平井 有紀、加藤 淳、髙橋 まゆり れい美花Dance Studio れい 美花

YUKI BALLET STUDIO 吉川 由恭、吉川 佐起子 レヴェランスバレエスタジオ 三木 栄里奈

有紀バレエスタジオ 森田 有紀、宮原 由紀夫 L'espoir de ballet 南部 真希

ユミクラシックバレエスタジオ 深沢 由美 ワイダンスカンパニー 針山 祐美、吉元 和彦

ユミコ・クラシックバレエスタジオ 薮﨑 ゆみこ

ユリコバレエスタジオ 田上 由里子、勝木 萌香

ゆりこバレエスタジオ 中尾 百合子、武岡 とも WAKAMAY Ballet Studio 春田 若菜

Yoko Kurata Ballet 倉田 陽子

YOKOクリエイティブバレエ 吉田 洋子、岸田 あずさ

ヨーコバレエスタジオ 木村 陽子 渡部ブーベルバレエアカデミー Aliaksandr Buber、渡部 美季

山本禮子バレエ教室
山本 理恵子、関田 和代、
渡辺 レイ

ルシアバレエスクール
高須 佑治、大浦 千尋、
佐藤 玲緒奈

ワカバレエスタジオ
鈴木 和佳枝、鈴木 彩、
服部 エリカ

ワクイバレエ スクール
涌井 三枝子、脇坂 凪、
涌井 舞香、安川 千晶


