
賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 118 ⻄川 葵 眠れる森の美⼥より第3幕フロリナ王⼥のVa Pure Heartクラシックバレエスタジオ
（最優秀指導者賞）
佐藤 舞

2位 108 ⼯藤 璃莉⾐ パリの炎よりジャンヌのVa Pure Heartクラシックバレエスタジオ 佐藤 舞

3位 115 ⼯藤 理瑛 ドン・キホーテより第2幕キューピッドのVa たなはしあゆこバレエスクール
（優秀指導者賞）
棚橋 絵⾥奈

4位 112 加藤 有紗 眠れる森の美⼥より銀の精のVa 井伊悦⼦バレエスタジオ 井伊 悦⼦
5位 104 宮﨑 美怜 ラ・フィーユ・マル・ガルデよりリーズ のVa 井伊悦⼦バレエスタジオ 井伊 悦⼦
5位 113 ⾼坂 幸来 眠れる森の美⼥よりフロリナのVa 井伊悦⼦バレエスタジオ 井伊 悦⼦
6位 107 庄司 茉弥 眠れる森の美⼥より⻘い⿃のVa ちだとしこバレエスタジオ 智⽥ 敏⼦･智⽥ ⼀紗

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 215 藤江 美⾐奈 眠れる森の美⼥より第1幕オーロラ姫のVa ⽤賀バレエスタジオ
（最優秀指導者賞）
澤⽥ まどか

2位 220 ⻑瀬 柚李亜 フェアリードールより⼈形の精のVa スタジオアンファン
（優秀指導者賞）
⾼倉 みはる

3位 219 佐野 美⽻ アルレキナーダよりコロンビーヌのVa DANCE HOUSE
（優秀指導者賞）
向⼭ 潤⼦

4位 223 ⻲⽥ すみれ ⽩⿃の湖よりパ・ド・トロワ第1のVa 井伊悦⼦バレエスタジオ 井伊 悦⼦
5位 217 下村 菜摘 ドン・キホーテより第3幕キトリのVa Pure Heartクラシックバレエスタジオ 佐藤 舞
5位 227 蒲原 凜⼦ コッペリアよりスワニルダのVa ちだとしこバレエスタジオ 智⽥ 敏⼦
6位 229 ⼩林 明佳 ラ・フィーユ・マル・ガルデよりリーズ のVa Pure Heartクラシックバレエスタジオ 佐藤 舞
7位 216 今井 光葉 ⽩⿃の湖よりパ・ド・トロワ第1Va Nバレエアカデミー 齋藤 紀⼦
8位 218 ⼭内 優来 ドン・キホーテより第2幕キューピットのVa 北海道インターナショナルバレエダンスカンパニー スタグロフ アナトーリ
9位 213 折⽥ 莉望 エスメラルダよりエスメラルダのVa ちだとしこバレエスタジオ 智⽥ 敏⼦･智⽥ ⼀沙
10位 228 遊佐 こまり ドン・キホーテよりキューピットのVa ちだとしこバレエスタジオ 智⽥ 敏⼦･智⽥ ⼀沙

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 312 齋藤 果花 パキータより第4ソリストのVa イリスバレエアカデミー
（最優秀指導者賞）
松島 彩佳

2位 314 阿部 結⾐菜 アレルキナーダよりコロンビーヌのVa イリスバレエアカデミー 松島 彩佳

3位 315 髙杉 碧 ジゼルより第1幕ぺザントのVa DANCE HOUSE
（優秀指導者賞）
向⼭ 潤⼦

4位 305 藤井 ⼼⾳ フェアリードールより⼥性のVa Nバレエアカデミー 齋藤 紀⼦
5位 316 ⻄川 結愛 ジゼルより第1幕ぺザントのVa Pure Heartクラシックバレエスタジオ 佐藤 舞

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 2001 藤江 美⾐奈 海賊より第1幕ギュリナーラのVa ⽤賀バレエスタジオ
（最優秀指導者賞）
澤⽥ まどか

2位 2004 ⼤⻄ 紗代 パリの炎よりジャンヌのVa 富良野GROUP⼭本真央バレエ教室
（優秀指導者賞）
⼭本 真央

3位 2002 ⻲⽥ すみれ ⽩⿃の湖よりパ・ド・トロワ第1のVa 井伊悦⼦バレエスタジオ
（優秀指導者賞）
井伊 悦⼦

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 3019 中村 丞 アレルキナーダより男性のVa ビジュー・バレエコンチェルト
（最優秀指導者賞）
窪⽥ 玲⼦

2位 3013 奥⼭ 栞 くるみ割り⼈形より⾦平糖の精のVa Nバレエアカデミー
（優秀指導者賞）
齋藤 紀⼦

3位 3016 久代 華凛 ドン・キホーテより第2幕ドルシネアのVa イリスバレエアカデミー
（優秀指導者賞）
松島 彩佳

4位 3015 川井 柚芽 眠れる森の美⼥より第3幕オーロラのVa スタジオアンファン ⾼倉 みはる
5位 3012 ⼩⽥ ⼼晴 ドン・キホーテより第3幕キトリのVa スタジオアンファン ⾼倉 みはる
5位 3020 坪⽥ 輝覇 パキータよりVa Pure Heartクラシックバレエスタジオ 佐藤 舞
6位 3011 牧野 花⾳ ラ・フィーユ・マル・ガルデよりリーズのVa ビジュー・バレエコンチェルト 窪⽥ 玲⼦
6位 3018 渡邉 結菜 ドン・キホーテより第2幕キューピットのVa 北海道インターナショナルバレエダンスカンパニー スタブロフ アナトーリ
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賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 4005 布村 諭理奈 サタネラのVa Nバレエアカデミー
（最優秀指導者賞）
齋藤 紀⼦

2位 4020 今井 ゆり 眠れる森の美⼥より第3幕オーロラ姫のVa Pure Heart クラシックバレエスタジオ （優秀指導者賞）佐藤 舞

3位 4012 坂⼝ 葵⾐ パキータよりパ・ド・トロワ第1Va うららクラシックバレエ研究所 （優秀指導者賞）⾼橋 路⼦

3位 4013 ⼤⻄ ⼄葉 コッペリアより第1幕スワニルダのVa 富良野GROUP⼭本真央バレエ教室 （優秀指導者賞）⼭本 真央

4位 4002 阿部 結⾐菜 アレルキナーダよりコロンビーヌのVa イリスバレエアカデミー 松島 彩佳
4位 4021 橋本 悠⾥ コッペリアよりフランツのVa Maki Little Ballet Class 橋本 真⽊
5位 4003 濱林 ⼼花 ラ・フィーユ・マル・ガルテよりリーズのVa ビジュー・バレエコンチェルト 窪⽥ 玲⼦

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 5011 伊藤 和乃 サタネラよりサタネラのVa ⼩林絹恵バレエスタジオ
（最優秀指導者賞）
⼩林 絹恵

2位 5010 髙瀬 藍 コッペリアより第3幕スワニルダのVa Gris Ballet
（優秀指導者賞）
徳井 美可⼦

3位 5012 平沢 望叶 眠れる森の美⼥より第3幕オーロラ姫のVa Nバレエアカデミー
（優秀指導者賞）
齋藤 紀⼦

4位 5007 井川 星蓮 ラ・バヤデールよりガムザッティのVa ⼩林絹恵バレエスタジオ ⼩林 絹恵
5位 5002 三浦 良⾹ パキータよりソリストのVa ⼩林絹恵バレエスタジオ ⼩林 絹恵

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 6002 ⽊村 ⾥咲 サタネラよりVa Nバレエアカデミー
（最優秀指導者賞）
齋藤 紀⼦

2位 6016 菊池 晶 騎兵隊の休息よりマリーのVa 苫⼩牧シティバレエアカデミー
（優秀指導者賞）
倉茂 織絵

3位 6004 加藤 ⼩夜 パキータよりエトワールのVa Nバレエアカデミー 齋藤 紀⼦

4位 6008 熊野 双葉 ドン・キホーテよりドルシネアのVa ちだとしこバレエスタジオ 智⽥ 敏⼦
5位 6015 ⼯藤 琴美 ラ・フィーユ・マル・ガルデよりリゼットのVa CHIAKI CLASSIC BALLET CLASS ⼤宮 千明
6位 6007 佐久間 結菜 タリスマンより⼥性のVa Nバレエアカデミー 齋藤 紀⼦

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 7007 ⼩川 珠友環 サタネラよりサタネラのVa Nバレエアカデミー
（最優秀指導者賞）
齋藤 紀⼦

2位 7017 野⼝ 莉⼦ ⽩⿃の湖より第3幕オディールのVa 井伊悦⼦バレエスタジオ
（優秀指導者賞）
井伊 悦⼦

3位 7003 伊勢 ⼼結 コッペリアより第1幕スワニルダのVa イリスバレエアカデミー
（優秀指導者賞）
松島 彩佳

4位 7011 ⾼間 結菜 コッペリアより第1幕スワニルダのVa カナコサカイ クラシックバレエスクール 酒井 佳奈⼦
5位 7005 鉢呂 紗英 エスメラルダよりエスメラルダのVa ⼩林絹恵バレエスタジオ ⼩林 絹恵
6位 7015 ⼭⼝ 天⾳ ジゼルより第1幕ジゼルのVa Maki Little Ballet Class 橋本 真⽊
7位 7001 坂井 梨瑚 ライモンダより第1幕夢の場のVa うららクラシックバレエ研究所 髙橋 路⼦
8位 7016 松⽥ 明莉 パキータよりエトワールのVa 富良野GROUP⼭本真央バレエ教室 ⼭本 真央

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 8004 中河 茉⾳ エスメラルダよりエスメラルダのVa CHIAKI CLASSIC BALLET CLASS
（最優秀指導者賞）
⼤宮 千明

2位 8006 本条 有梨沙 ジゼルより第1幕ジゼルのVa KANAKO SAKAI Classic Ballet School
（優秀指導者賞）
酒井 佳奈⼦

3位 8005 中⼭ 舞華 海賊より第2幕メドーラ(パキータ)のVa Ballet  School  HOKUTO
（優秀指導者賞）
中⼭ 智惠

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 1003 布村 諭理奈 Ligne Nバレエアカデミー
（最優秀指導者賞）
齋藤 紀⼦

2位 1007 ⽊村 ⾥咲 In Gear Nバレエアカデミー 齋藤 紀⼦

3位 1008 加藤 ⼩夜 Emotions Nバレエアカデミー 齋藤 紀⼦

【コンテンポラリーの部】

【中学⽣の部C】

【⾼校⽣の部】

【シニアの部】

【中学⽣の部A】

【中学⽣の部B】



⽊村⾥咲 サタネラよりVa

⽊村⾥咲 サタネラよりVa

【参加権】
・ミュンヘンサマーワークショップ

7001 7003 7005 7007 7011 7015 7016 7017

7001 7003 7005 7007 7011 7015 7016 7017
8004 8005 8006

【参加権】
・ミュンヘングランプリ

【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
3011 3012 3013 3015 3016 3018 3019 3020
4002 4003 4005 4012 4013 4020 4021
5002 5007 5010 5011 5012
6002 6004 6007 6008 6015 6016

審査員特別賞
中学⽣の部 C

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 C 


