
賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名
1位 1021 増⽥ 璃茉 眠れる森の美⼥よりフロリナ王⼥のVa Aristo BALLET STUDIO ⼩笠原⼀真･⾼橋有⾥（最優秀指導者賞）
2位 1028 井上 結⼈ アレルキナーダより男性のVa Aristo BALLET STUDIO ⼩笠原⼀真･⾼橋有⾥
3位 1011 池⽥ 美乃 眠れる森の美⼥ より フロリナ王⼥のVa 梨⽊バレエスタジオ 梨⽊ ⾥美（優秀指導者賞）
4位 1007 菊地 凛 アレルキナーダよりコロンビーヌのVa ASAMI INTERNATIONAL STUDIO 浅⾒ 紘⼦
5位 1006 髙橋 杏 アレルキナーダよりVa Flora Ballet ⼩菅 ⾹織
6位 1009 中⽥ 佳幸 眠れる森の美⼥より第3幕フロリナ姫のVa K-Grace Ballet 宮井 和⼦
7位 1016 ⻄⼝ ⼼結 眠れる森の美⼥より 第3幕 フロリナ王⼥のVa 梨⽊バレエスタジオ 梨⽊ ⾥美
7位 1027 齋藤 舜 コッペリアよりフランツのVa Aristo BALLET STUDIO ⼩笠原⼀真･⾼橋有⾥
8位 1024 ⼤澤 たまき 眠れる森の美⼥よりフロリナ王⼥のVa 梨⽊バレエスタジオ 梨⽊ ⾥美
9位 1018 紫原 ⼣莉乃 眠れる森の美⼥よりフロリナ王⼥のVa 梨⽊バレエスタジオ 梨⽊ ⾥美
10位 1001 池⽥ 乃唯 眠れる森の美⼥よりフロリナ王⼥のVa Aristo BALLET STUDIO ⼩笠原⼀真･⾼橋有⾥

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名
1位 3008 ⽮成 真帆 コッペリアより第1幕スワニルダのVa K-Grace Ballet 宮井 和⼦（最優秀指導者賞）
2位 3001 岸本 桃 リーズのVa シンフォニーバレエスタジオ 副智美･浅⽥良和（優秀指導者賞）
3位 3009 妹尾 美海 ライモンダ1幕ピチカートのVa ケイナカノクラシックバレエアカデミー 中野 敬⼦（優秀指導者賞）
4位 3005 宮島 乃ノ佳 眠れる森の美⼥より第3幕フロリナ王⼥のVa K-Grace Ballet 宮井 和⼦

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名
1位 2022 若⽥部 史⾹ ⼈形の精より⼈形の精のVa K-Grace Ballet 宮井 和⼦（最優秀指導者賞）
1位 2038 渡邊 絢咲 パキータよりVa YARITA YU BALLET STUDIO 鎗⽥ 優（最優秀指導者賞）
2位 2005 原 明⽇⾹ ⼈形の精よりVa BALLET・LE・COEUR 中平絢⼦･賀川暢（優秀指導者賞）
3位 2034 島袋 眞穂 眠れる森の美⼥より第3幕フロリナのVa 三鷹シティバレエスタジオ 平野 玲（優秀指導者賞）
4位 2030 塚本 萌夏 ゼンツァーノの花祭りよりVa YARITA YU BALLET STUDIO 鎗⽥ 優
5位 2032 前島 アンナ パキータよりVa アトリエ・ドゥ・バレエAnge 前⽥ 純奈
6位 2028 植⽥ 凛 アレルキナーダのVa K-Grace Ballet 宮井 和⼦
7位 2036 ⼭⽥ 凛⾹ フェアリードールより⼈形の精のVa 梨⽊バレエスタジオ 梨⽊ ⾥美
8位 2017 齋藤 くるみ パリの炎よりジャンヌのVa デパルクバレエスクール 井上浩⼆・井上かおり
8位 2018 岡村 あずさ 眠れる森の美⼥より第3幕フロリナ王⼥のVa KKインターナショナル ⽊村 規予⾹
9位 2015 宮地 悠⽉ パキータより ソリスト第4のVa デパルクバレエスクール 井上浩⼆・井上かおり
10位 2040 井上 宇⼀郎 コッペリア第3幕よりフランツのVa デパルクバレエスクール 井上浩⼆・井上かおり

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名
1位 305 ⽥中 葵 ファラオの娘よりVa 関⼝・吉川バレエアカデミー 吉川 ⽂⼦･関⼝ 武（最優秀指導者賞）
2位 306 ⽶⽥ 桃⼦ エスメラルダよりエスメラルダのVa 河野バレエスタジオ 河野 あけみ（優秀指導者賞）

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名
1位 103 佐藤 菜摘 Hunter YARITA YU BALLET STUDIO 宮内 ⿇⾐⼦・鎗⽥ 優（最優秀指導者賞）
2位 104 松⾕ 咲和 Invincible YARITA YU BALLET STUDIO 宮内⿇⾐⼦・鎗⽥ 優
3位 101 ⽯川 くらら Falling sky シンフォニーバレエスタジオ 副智美･浅⽥良和（優秀指導者賞）

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名
1位 207 岸本 花 Journey of wood シンフォニーバレエスタジオ 副智美･浅⽥良和（最優秀指導者賞）
2位 208 本⽥ 愛 Lacrimosa （ラクリモウサ） AyumiOganeBalletAndContemporaryDanceStudio ⼤⾦ 歩（優秀指導者賞）
3位 204 勢島 咲幸 interval Kanaco Ballet School ⼭本 加奈⼦（優秀指導者賞）
4位 209 ⽯井 野駒 あと少し ⼩泉のり⼦バレエスタジオ ⼩泉 のり⼦

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名
1位 4006 榎並 璃⾳ アレルキナーダよりVa Aristo BALLET STUDIO ⼩笠原⼀真･⾼橋有⾥（最優秀指導者賞）
2位 4013 ⽯川 くらら コッペリアより第1幕スワニルダのVa シンフォニーバレエスタジオ 副智美･浅⽥良和（優秀指導者賞）
3位 4016 飯野 利⼀ ドン・キホーテよりバジルのVa ASAMI INTERNATIONAL STUDIO 浅⾒ 紘⼦（優秀指導者賞）
4位 4007 福⼭ 菜都 アレルキナーダよりVa 梨⽊バレエスタジオ 梨⽊ ⾥美
5位 4003 ⻑⽥ 楓栄 パキータより第5Va BALLET・LE・COEUR 中平絢⼦･賀川暢
6位 4009 榑松 凛⼼ コッペリアより第1幕スワニルダのVa スタジオ アン・ドゥ・トロワ 有光 ⾵花
7位 4002 坂元 ⾥菜 眠れる森の美⼥より第3幕フロリナ王⼥のVa Aristo BALLET STUDIO ⼩笠原⼀真･⾼橋有⾥

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名
1位 5057 ⼾原 和玖 パキータより男性のVa K-Grace Ballet 宮井 和⼦（最優秀指導者賞）
2位 5022 ⽮成 真帆 コッペリアより第1幕スワニルダのVa K-Grace Ballet 宮井 和⼦
3位 5047 ⼭本 李桃 サタネラよりVa バレエアトリエクレア ⼩松崎 佳⼦（優秀指導者賞）
4位 5021 猪股 笑⿇ アレルキナーダよりコロンビーヌのVa ASAMI INTERNATIONAL STUDIO 浅⾒ 紘⼦
5位 5043 松⾕ 咲和 サタネラよりVa YARITA YU BALLET STUDIO 鎗⽥ 優
5位 5058 野村 駿介 ラ・フィーユ・マル・ガルデよりコーラスのVa YARITA YU BALLET STUDIO 鎗⽥ 優
6位 5032 全 粹雅 パキータよりVa YARITA YU BALLET STUDIO 鎗⽥ 優
7位 5036 平⼭ 凪 眠れる森の美⼥より第3幕オーロラ姫のVa バレエアトリエクレア ⼩松崎 佳⼦
8位 5016 Chewon Kim ラ・バヤデールより幻想の場ソリスト第3Va. 有明ニューシティーバレエスクール 池端 幹雄・李 賢仙
9位 5020 川名 佐保 フェアリードールのVa BALLET・LE・COEUR 中平絢⼦･賀川暢
10位 5031 太⽥ 花名 眠れる森の美⼥より第3幕フロリナ王⼥のVa 佐藤朱実バレエスクール 佐藤 朱実
11位 5012 佐藤 菜摘 パキータより第1幕パ・ド・トロワ第1Va YARITA YU BALLET STUDIO 鎗⽥ 優
12位 5048 川代 葵⾥ 眠れる森の美⼥より第1幕オーロラ姫のVa ASAMI INTERNATIONAL STUDIO 浅⾒ 紘⼦
13位 5030 安永 璃⼦ ⼈形の精より⼈形の精のVa スタジオクロア 鈴⽊ 優⼦
14位 5023 妹尾 美海 ライモンダ1幕ピチカートのVa ケイナカノクラシックバレエアカデミー 中野 敬⼦
14位 5025 伊藤 凜⾹ サタネラのVa バレエスタジオシンフォニー 武⽥ 安紀⼦
15位 5005 宮 さくら ドン・キホーテより第3幕キトリのVa 梨⽊バレエスタジオ 梨⽊ ⾥美
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賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名
1位 6015 福⼭ 果歩 パキータよりエトワールのVa 梨⽊バレエスタジオ 梨⽊ ⾥美（最優秀指導者賞）
2位 6024 村越 ⼩梅 パキータより第2幕エトワールのVa Studio KIT 菅原 翠⼦（優秀指導者賞）
3位 6003 ⽵内 理桜 パキータよりVa ひらつかアート・バレエスタジオ 中丸 昭⼦（優秀指導者賞）
4位 6001 後藤 美櫻 眠れる森の美⼥より第3幕オーロラ姫のVa ⾼和学院橘バレエ教室 川上寛⼦･館野若葉
5位 6018 加賀 茉⾳ スワニルダ第⼀幕のVa Aterre Ballet Studio 熊崎 美奈
6位 6021 ⼭⽥ 喜世 サタネラより⼥性のVa 有明ニューシティーバレエスクール 池端 幹雄・李 賢仙
7位 6013 渡邉 果⾳ ドン・キホーテより第2幕キューピットのVa Aterre Ballet Studio 熊崎美奈･パティントン キャサリン
7位 6014 細川 芽愛 オーロラ第1幕のVa 梨⽊バレエスタジオ 梨⽊ ⾥美
8位 6033 三宮 結 キトリより 第三幕のVa RBSバレエカンパニー 井関 典⼦
9位 6008 天野 瑚⾹ パキータより第5Va Aristo BALLET STUDIO ⼩笠原⼀真･⾼橋有⾥

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名
1位 7007 ⽇暮 梨瑚 パキータ よりエトワールのVa BALLET・LE・COEUR 中平 絢⼦（最優秀指導者賞）
2位 7015 ヘルマー ティア 眠れる森の美⼥より第1幕オーロラ姫のVa Ballet du Ciel 坂本 ⾹菜⼦（優秀指導者賞）
3位 7006 和⽥ つばき ドン・キホーテ第3幕キトリのVa Ballet studio22 classic & contemporary 有村 佳永（優秀指導者賞）
4位 7004 ⾼橋 爽帆 エスメラルダのVa ⾼和学院橘バレエ教室 川上寛⼦･館野若葉
5位 7012 ⾦井 ⽔夢 エスメラルダよりVa Aristo BALLET STUDIO ⼩笠原⼀真･⾼橋有⾥

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名
1位 8011 村上 夏⾳ ファラオの娘よりアスピシアのVa 有明ニューシティーバレエスクール 池端 幹雄・李 賢仙（最優秀指導者賞）
2位 8001 熊崎 苺花 フローラの⽬覚めよりVa Aterre Ballet Studio 熊崎 美奈（優秀指導者賞）
3位 8004 ⽯倉 煌ら エスメラルダのVa ケイナカノクラシックバレエアカデミー 中野 敬⼦（優秀指導者賞）
4位 8013 吉川 ⽂菜 ジゼルより 第⼀幕 ジゼルのVa 胡桃バレエスタジオ 武⽯ 光嗣
5位 8015 齋藤 啓 くるみ割り⼈形より王⼦のVa Osozawa Ballet Studio 遅沢佑介･永井とも⼦ 
6位 8008 ⼩林 咲穂 ファラオの娘 第2幕よりアスピシアのVa RBSバレエカンパニー 井関 典⼦

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名
1位 9009 久故 妃世莉 アレルキナーダよりコロンビーヌのVa ASAMI INTERNATIONAL STUDIO 浅⾒ 紘⼦（最優秀指導者賞）
2位 9031 ⻫藤 さら エスメラルダよりエスメラルダのVa 有明ニューシティーバレエスクール 池端 幹雄・李 賢仙（優秀指導者賞）
3位 9013 五⼗嵐 玲奈 エスメラルダよりエスメラルダのVa J.Honda Ballet 本多 実男（優秀指導者賞）
3位 9023 川名 佑芽 エスメラルダよりエスメラルダのVa バレエスタジオシンフォニー 武⽥安紀⼦･呉⽵伸之（優秀指導者賞）
4位 9010 庭⽥ 汐理 グラン・パ・クラシックのVa 坂本直美バレエスタジオ 坂本 直美
5位 9008 ⼭⽥ さくら コッペリアより第3幕スワニルダのVa Dance Space 市川 透
6位 9007 春名 美咲 エスメラルダよりエスメラルダのVa M&R Studio ⽯川 類⼦
7位 9004 神⾕ 栞那 フローラの⽬覚め より フローラのVa 坂本直美バレエスタジオ 坂本 直美
8位 9005 岸本 花 グラン・パ・クラシックのVa シンフォニーバレエスタジオ 副智美･浅⽥良和
9位 9025 ⼩島 来海 ラ・バヤデールより 第2幕 ニキヤのVa ASAMI INTERNATIONAL STUDIO 浅⾒ 紘⼦
10位 9029 ⼤北 さくら パキータよりソリストのVa 徳永由貴バレエスクール 徳永 由貴
11位 9021 富澤 真理⾹ 海賊より第1幕ギュリナーラのVa YARITA YU BALLET STUDIO 鎗⽥ 優
12位 9016 落合 絢⾳ 海賊花園よりメドーラのVa 東京⾼等バレエ学校 ⾥⾒ 悦郎

福⼭ 果歩 パキータよりエトワールのVa

ヘルマー ティア 眠れる森の美⼥より第1幕オーロラ姫のVa

審査員特別賞
中学⽣Aの部

ミュンヘンサマーワークショップ2021 ◆フルスカラシップ（500€進呈）
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