
賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 318 今⽥ ⽇茉莉 パキータよりパ・ド・トロワ第1Va バレエプラティーヌ
（最優秀指導者賞）
佐藤 芳奈・野村 優⾹

2位 310 松本 悠那 眠れる森の美⼥よりフロリナ⼥王のVa バレエ オブ アメリカ
（優秀指導者賞）
⼭⽥ 仁美

3位 306 中野 郁⼦ くるみ割り⼈形より⾦平糖の精のVa 野間 彩バレエ教室
（優秀指導者賞）
野間 彩

4位 303 藤井 芽愛 眠れる森の美⼥より第3幕宝⽯のVa Prima filleバレエスクール ⻄村 さよ
4位 311 中⾕ 怜⼦ 眠れる森の美⼥よりフロリナ王⼥のVa バレエ オブ アメリカ ⼭⽥ 仁美
5位 307 鈴⽊ 麗 コッペリアより第1幕スワニルダのVa いちやなぎ多鶴バレエ学園 ⼀柳 多鶴・⼀柳 麗

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 136 藤⽥ ゆい 卒業舞踏会よりVa バレエ オブ アメリカ
（最優秀指導者賞）
⼭⽥ 仁美

2位 101 中⼭ 愛梨 ドン・キホーテより第3幕キトリのVa 柏原シティバレエ
（優秀指導者賞）
岡⽥ ⼩巻

3位 139 ⽮野 優菜 パキータよりVa バレエプラティーヌ
（優秀指導者賞）
佐藤 芳奈・野村 優⾹

4位 104 野波 桃李 ドン・キホーテより第2幕キューピットのVa 真忠久美⼦バレエスタジオ 真忠 久美⼦
5位 128 川合 玲央奈 ⽩⿃の湖よりパ・ド・トロワ第1Va バレエ オブ アメリカ ⼭⽥ 仁美
6位 126 佐藤 永愛 海賊よりオダリスク第3Va バレエプラティーヌ 佐藤 芳奈・野村 優⾹
7位 116 梶⽊ ⾳和 眠れる森の美⼥より第3幕フロリナ王⼥のVa 真忠久美⼦バレエスタジオ 真忠 久美⼦
8位 123 中村 絆那 ⽩⿃の湖より第1幕パ・ド・トロワ第1のVa スワンバレエカンパニー ⽩⽅ 直美
9位 115 中⾕ ⽇葵 ドン・キホーテより第2幕キューピットのVa スワンバレエカンパニー ⽩⽅ 直美
10位 107 仁⽊ 瑞穂 ⽩⿃の湖よりパ・ド・トロワ第1Va MAHOバレエスクール 佐々⽊ ⿇帆

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 220 樋上 菫 海賊よりVa バレエスタジオPRELUDE
（最優秀指導者賞）
舞原 聖⼦

2位 202 松島 初実 パキータよりVa ワクイバレエスクール
（優秀指導者賞）
脇坂 凪・涌井 三枝⼦

3位 219 中村 彩乃 コッペリアより第1幕スワニルダのVa ハルアンジェバレエ
（優秀指導者賞）
⻄⽥ 晴美

4位 208 ⼤橋 碧 パリの炎よりジャンヌのVa YOKOクリエイティブバレエ 吉⽥ 洋⼦
5位 212 ロンターレチャンニーズメイ ドン・キホーテより第3幕ドルシネア姫のVa Aki Ballet School ⾼⽥ 亜紀
6位 214 上野 ⼼菜 くるみ割り⼈形より第2幕⾦平糖のVa Ballet Studio Tiara 野村 光春
7位 203 藤岡 優⼼ ラ・フィーユ・マル・ガルデよりリーズのVa ASA STUDIO 浅井 安紗
7位 205 深澤 咲貴 くるみ割り⼈形より第3幕⾦平糖の精のVa Aki Ballet School ⾼⽥ 亜紀

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 1016 藤⽥ ゆい 卒業舞踏会よりVa バレエ オブ アメリカ
（最優秀指導者賞）
⼭⽥ 仁美

2位 1019 ⽮野 優菜 パキータよりVa バレエプラティーヌ
（優秀指導者賞）
佐藤 芳奈・野村 優⾹

3位 1006 佐藤 永愛 海賊よりオダリスク第3Va バレエプラティーヌ 佐藤 芳奈・野村 優⾹
4位 1007 井上 璃乃 コッペリアより第3幕スワニルダのVa バレエスタジオPRELUDE 舞原 聖⼦
5位 1018 原⽥ 芽依 眠れる森の美⼥より第3幕フロリナ王⼥のVa 法村友井バレエ学校 堤本 ⿇起⼦
6位 1013 秋野 藍実 海賊よりメドーラのVa 北⼝抄⼦バレエスタジオ 北⼝ 抄⼦
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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】



賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 2025 法村 杏 ⽩⿃の湖よりパ・ド・トロワのVa 法村友井バレエ学校
（最優秀指導者賞）
堤本 ⿇起⼦

2位 2031 ロンターレチャンニーズメイ 眠れる森の美⼥より第3幕フロリナのVa Aki Ballet School
（優秀指導者賞）
⾼⽥ 亜紀

3位 2034 川⻄ 美代⼦ 眠れる森の美⼥より第3幕オーロラ姫のVa MAYUKO BEAUTIFUL BALLET
（優秀指導者賞）
⾼野 真由⼦

4位 2027 森 虹乃歌 パキータよりエトワールのVa Angel.K.Ballet 河森 睦⽣
5位 2016 ⼩⽥島 ⿇琴 サタネラのVa S BALLET ART 坂 聖⼦
6位 2017 妻⿅ 桃佳 コッペリアより第1幕スワニルダのVa ワクイバレエスクール 脇坂 凪
7位 2038 室⽥ 祥乃 ドン・キホーテより第3幕キトリのVa Aiko Seaman Ballet Studio シーマン アイコ
8位 2032 佐藤 美愛 海賊より第3幕ギュルナーラのVa バレエプラティーヌ 佐藤 芳奈・野村 優⾹
9位 2009 深澤 咲貴 ドン・キホーテより第2幕キューピットのVa Aki Ballet School ⾼⽥ 亜紀
10位 2028 ⼤原 優空 パキータよりVa ハルアンジェバレエ ⻄⽥ 晴美

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 3011 中⾕ ⼼陽菜 コッペリアより第1幕スワニルダのVa スワンバレエカンパニー
（最優秀指導者賞）
⽩⽅ 直美

2位 3015 ⼭⾕ 優⽉ パキータよりVa バレエスタジオ アッサンブレ
（優秀指導者賞）
⼭⾕ 浩⼦

3位 3026 ⼤岡 未來 ライモンダより第1幕のVa ワクイバレエスクール
（優秀指導者賞）
脇坂 凪

3位 3033 垣内 蒼⾐ サタネラのVa ワクイバレエスクール 脇坂 凪
4位 3037 坂本 來⽃ アレルキナーダよりVa ソウダバレエスクール ⾼⾒ 佳・⾼⾒王國
5位 3030 出⽥ 梨華 ライモンダより第1幕ライモンダのVa ⽥中バレエアート ⽥中 俊⾏
6位 3008 ⾼⾒ アナスタシア サタネラよりVa ソウダバレエスクール ⾼⾒ 佳
7位 3018 樋上 菫 海賊よりVa バレエスタジオPRELUDE 舞原 聖⼦
8位 3036 橋⽖ 玲旺 パキータよりVa fairy Ballet 押部 彩

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 4031 島⻑ 賢汰 ⽩⿃の湖より第3幕ジークフリード王⼦のVa ルシアバレエスクール
（最優秀指導者賞）
⾼須 佑治

2位 4019 政野 愛佳 エスメラルダよりエスメラルダのVa Aki Ballet School
（優秀指導者賞）
⾼⽥ 亜紀

3位 4005 ⽥中 緒⾳ パキータよりVa れい美花Dance Studio
（優秀指導者賞）
れい 美花

4位 4013 福井 葵 エスメラルダのVa エトワールバレエスクール ⼤出 唯
5位 4008 ⼭本 杏 くるみ割り⼈形より第2幕⾦平糖のVa 川上恵⼦バレエスクール 川上 恵⼦
6位 4030 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
7位 4021 野⼝ 詩埜 パキータよりVa YOKOクリエイティブバレエ 吉⽥ 洋⼦

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 5010 渡邉 舞⾹ パキータよりエトワールのVa 福⾕葉⼦バレエスタジオ
（最優秀指導者賞）
福⾕ 葉⼦

2位 5006 萩原 優歌 ドン・キホーテよりドルシネアのVa Marikoバレエスタジオ
（優秀指導者賞）
川東 まりこ

3位 5023 ⽔沼 翔輝 パリの炎よりVa bright ballet studio
（優秀指導者賞）
⼩濱 千亜輝

4位 5014 ⼭⼝ 望 ライモンダより夢の場のVa エトワールバレエスクール ⼤出  唯
5位 5013 前⽥ 茉莉花 パキータよりVa Ballet Studio Tiara 野村 光春

【中学⽣の部B】

【中学⽣の部C】

【⼩学⽣の部B】

【中学⽣の部A】



賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 6044 グジェレフ 瞭舞 ⽩⿃の湖より第3幕王⼦のVa Ｍ＆Ｒstudio
（最優秀指導者賞）
⽯川 類⼦

2位 6041 ⼭本 ⼼⽻ パキータよりVa studioPlum
（優秀指導者賞）
李 栄喜

3位 6030 笠原 ゐさり ドン・キホーテより 第3幕 キトリのVa バレエプラティーヌ
（優秀指導者賞）
佐藤 芳奈・野村 優⾹

4位 6048 マイヤー 敬洋ハリー ジゼルより第2幕アルブレヒトのVa バレエスタジオアムール ⻑⾕川 愛
5位 6023 吉川 真⼦ パキータよりエトワールのVa れい美花Dance Studio れい 美花
6位 6035 ⻘⽊ みのり コッペリアより第3幕スワニルダのVa 板東ゆう⼦ジュニアバレエ 板東 ゆう⼦
7位 6028 上村 梓紗 フローラの⽬覚めよりフローラのVa アイコシーマンバレエスタジオ シーマン アイコ
8位 6017 髙橋 彩 ドン・キホーテより第3幕キトリのVa 柏原シティバレエ 岡⽥ ⼩巻
9位 6036 吉⽥ 絢美 ラ・フィーユ・マル・ガルデよりリーズのVa A BALLET STUDIO 中⼿ 綾乃
10位 6009 ⾕⼝ 葉南 タリスマンよりVa バレエ オブ アメリカ ⼭⽥ 仁美

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 9018 奥⼭ 祐⾹⼦ サタネラよりVa フリー
（最優秀指導者賞）
奥⼭ 祐⾹⼦

2位 9017 久保本 美咲 ⽩⿃の湖より第3幕⿊⿃のVa 市原典⼦バレエアカデミーSoRa［空］
（優秀指導者賞）
市原 典⼦

3位 9002 ⼭⽥ さくら ワルプルギスの夜よりVa Dance Space
（優秀指導者賞）
市川 透

4位 9019 前場 加容⾹ ⽩⿃の湖より第3幕⿊⿃のVa YOKOクリエイティブバレエ 𠮷⽥ 洋⼦
5位 9015 梶原 麗菜 海賊より第3幕メドーラのVa バレエスタジオミール ⽯堂 雅⼦
6位 9020 中村 ⽂哉 ダイアナとアクティオンよりアクティオンのVa Y.S.BALLET COMPANY ⼭本 紗内恵

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 7014 萩原 優歌 Never Enough Marikoバレエスタジオ
（最優秀指導者賞）
川東 まりこ

2位 7005 川⻄ 美代⼦ rain MAYUKO BEAUTIFUL BALLET
（優秀指導者賞）
⾼野 真由⼦

3位 7008 政野 愛佳 revealing Aki Ballet School
（優秀指導者賞）
⾼⽥ 亜紀

4位 7004 佐藤 美愛 Black bird バレエプラティーヌ 佐藤 芳奈・野村 優⾹
5位 7009 ⼯藤 倭⼩ another Solitude. Alouette Ballet Academy 柴橋 智⼦
6位 7003 塩⽥ ⼄葉 Escape Mayuko Beautiful Ballet 喜始 裕⾹

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 8005 笠原 ゐさり Peractorum バレエプラティーヌ
（最優秀指導者賞）
佐藤 芳奈・野村 優⾹

2位 8004 ⻑⾕川 真歩 Chop fairy Ballet
（優秀指導者賞）
古川 愛実

3位 8010 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

【コンテンポラリー・シニアの部】

【コンテンポラリー・ジュニアの部】

【⾼校⽣の部】

【シニアの部】



グジェレフ 瞭舞 ⽩⿃の湖より第3幕王⼦のVa

島⻑ 賢汰 ⽩⿃の湖より第3幕ジークフリード王⼦のVa

中⾕ ⼼陽菜 コッペリアより第1幕スワニルダのVa

審査員特別賞
⾼校⽣の部

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 B 

【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

2009 2016 2017 2025 2027 2028 2031 2032 2034 2038
3008 3011 3015 3018 3026 3030 3033 3036 3037
4005 4008 4013 4019 4021 4030 4031
5006 5010 5013 5014 5023

【参加権】
・スイス国⽴チューリッヒダンスアカデミー

2016 2025
3015
4013 4031

ミュンヘングランプリ ◆スカラシップ（300€進呈）
中学⽣の部 A 

6009 6017 6023 6028 6030 6035 6036 6041 6044 6048

【参加権】
・ジョンクランコバレエスクール

4031

【参加権】
・ミュンヘングランプリ

6009 6017 6023 6028 6030 6035 6036 6041 6044 6048
9002 9015 9017 9018 9019 9020

【参加権】
・ミュンヘンサマーワークショップ


