
21st The Ballet Competition 2121st The Ballet Competition 21

■主催 ： バレエコンペティション21事業委員会
 〈事業委員会代表〉藤井英明　〈事業委員会副代表〉塚本洋子
 〈事務局長〉浅野裕一
 〈事業委員〉塚本巖、大河雅、井口裕之、吉見真悟
■後援 ： 愛知県、名古屋市、愛知県教育委員会、名古屋市教育委員会、中日新聞社
■協力 ： 東海テレビ放送株式会社
■会場 ： 名古屋市青少年文化センター（アートピア）
 〒460-0008 名古屋市中区栄3-18-1〈ナディアパーク内〉
 tel.052-265-2088  fax.052-265-2187

〒464-0850 名古屋市千種区今池1-14-11 CASA LUZ 302 ㈱マネージメント・プロ内 
tel.052-744-0805  fax.052-744-0806 ［平日11:00～17：00］

http://www.ballet 21.jp
「バレエコンペティション21」事務局

お問合わせ 〔 ballet@ballet21.jp 〕

個人情報について
お申込みに伴う個人情報は主催者で管理し、コンクール運営目的以外に使用いた
しません。入賞者の個人情報のうち、年齢・出身地・所属団体は新聞紙面および専
門誌に掲載する場合があります。

第1回 プレコンペティション＆舞フェスティバル

宮河 愛一郎ワークショップ開催！

8月8日（火）日　時

3,000円参  加  料ダンス歴３年以上対　象

宮河 愛一郎講　師

アートピアホール 舞台上にて開催予定場　所

【小学生】13：00～14：30、【中学生以上】14：45～16：15
【小  学  生】 小学生のクラスでは紙などを用い遊びから踊りに発展させ、
 シアターゲームなどでアクティブにカラダも心も動かします。
 日常生活の中から動きを見つけ踊りにしていく過程を体験し、
 表現の面白さを伝えます。

【中学生以上】 中学生以上はよりディテールにこだわり、体験した動きが
 踊り方にどう影響をするかなどを考えながら進めて、
 踊ることをメインにクラスを進めていきます。

内　容

コンテンポラリーダンスのレッスンを通し身体と心の表現の面白さを体験します。遊びなどのエクササイズで参加者の緊張を緩め、
リリーステクニックをベースに、フロアワーク、コンタクト、コンビネーションとリラックスする事で生まれる自由な身体の表現を体験。
「知ることは感じることの半分も重要ではない」という言葉のように、「感じること」を大切に、海外でも通じる舞踊表現者の為の楽しいワークショップです。

舞踊家 俳優 宮河 愛一郎 Profile
埼玉県出身、関東国際高等学校演劇科卒業後ニューヨークAileySchoolに留学。GAPのテレビコマーシャル「WestSide story」やShen wai Dance Arts
などに出演し様々なキャリアを積む。日本では劇団四季のアイーダのオリジナルキャストとして年間320ステージ出演。2005年金森穣が芸術監督を務める日
本初の公的資金によるダンスカンパニーNoismのメンバーになる。支配人役として出演した「Nameless hands 人形の家」が2008年、Noismは第8回朝日
舞台芸術舞台賞と受賞する。カンパニー在籍中ダンサー兼バレエマスター、ワークショップ担当を任され国内ツアーほか、海外7カ国、10都市での公演すべて
の作品に出演。2013年、8年間在籍してきたNoismを退団後は舞踏家、俳優、振付家、指導者として幅広く活動。後藤早知子、森山開次、平山素子、白井
晃、鈴木裕美、渡辺えり、上島雪夫、河原雅彦、映画監督三島有紀子、白石 和彌などの作品に携わる。桐朋学園芸術短期大学演劇専攻非常勤講師。

※お申し込みは、HPにある専用の申込書にてFAXまたはメールよりお申し込みください。

名古屋市青少年文化センター（アートピア）会　場
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄３丁目１８－１ ナディアパーク内

開催日 2017年7月23日（日）

イルギス・ガリムーリン 塚本洋子
成澤淑榮 ヤコブス・ウィルフリッツ

審査員

実技指導によるヴァリエーションアドバイス会（希望者）

7月24日（月）日  程 10,000円参加料

ボリショイバレエ学校短期研修参加権を参加者の中より選出します。

プレコンぺティション

10：00開始予定時  間

20,000円（3分以内）参加料

バエレコンクールへ向けてのステップアップのためのプレコンクール！舞台
での経験を積んで大きく羽ばたいてください！希望者（定員に限り有ります）
には7/24（月）に実技指導によるアドバイス会を受講していただけます。

舞フェスティバル

15：00開始予定時  間

30,000円（5分以内）参加料

舞踊といわれる全てのジャンルが参加できます。
クラシックバレエ、コンテンポラリーダンス、モダンダンス、ジャズダンス、ヒッ
プホップ、日本舞踊、民族舞踊など。日ごろ、発表会などでは決まったお客
様しか来場されない中、この企画は様々なジャンルの舞踊を一度に観られ

る機会となります。ファン層の拡大にもなります。
審査はないので、発表会の延長線として、お気軽にご参加ください。

申込み・チケットについて詳しくは、専用のチラシまたは
［ホームページ］ http://www.ballet21.jpをご覧ください。

21stバレエコンペティション21
未来に輝く新星たちのバレエコンクール。

待望のスカラシップ始動!

主催 バレエコンペティション21事業委員会

2017.8/9〈水〉   8/13〈日〉
名古屋市青少年文化センター（アートピア）

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄３丁目１８－１ ナディアパーク内
TEL：052-265-2088   FAX：052-265-2187

※当日券は 500円UPとなります。　※サークルＫサンクス、セブンイレブン、各店で購入できます。　※表示の金額はすべて消費税込みの価格です。

予選（8/9～12）…… 高校生以下 1,000円／一般 2,000円
決選（8/13・14）…… 高校生以下 1,500円／一般 3,000円
6日間通し券……… 高校生以下 4,000円／一般 6,000円

入場料
TEL
0570-02-9999チケットぴあ

 2017.4/1〈土〉
8/6〈日〉

前売り
期間

1日券 ……… 457-276
通し券……… 786-684Pコード
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スカラシップ
短期研修授業料免除スカラシップもしくは研修参加権
研修先バレエ学校 ： ボリショイ・バレエ・アカデミー （予定）

◆ プロ部門の上位入賞者は研修授業料免除のスカラシップが授与されます。
◆ クラシックバレエ決選出場者は研修参加のチャンスがあります。※BS部門除く、11歳以上の方の中から選出
　 中学3年生以上の参加者で特に優秀な方には研修先バレエ学校から入学許可が与えられます。 Scholarship

注：この口座番号は8月開催のコンクール・
  アドバイス会・ワークショップ専用となります。

※郵便局に備え付けの郵便払込み用紙（払込取扱票）の通信欄に、必ず申込み者全員のお名前と参加内容をご記入ください。

00800-5-76572口座記号番号 バレエコンペティション２１事務局加入者名

申込方法 下記の手順にしたがって部門別でお申込みください

申込期間 2017年4月1日（金）～7月10日（月）　（定員になり次第締め切らせていただきます）

コンテンポラリー部門・グループ部門

後日事務局より申込確認書を送付します

FAX 052-744-0806 E-mail ballet@ballet21.jp
申込書 http://www.ballet21.jp

HPより申込書をダウンロードしていただき、FAXまたはE-mailよりお申込みください
クラシックバレエ部門

登録確認メールが届きますので内容ご確認ください

HPよりお申込みください

参加部門
■ バレエシューズ（ＢＳ）部門   8歳～11歳
■ 5部門……………………   9歳～10歳
■ 4部門…………………… 11歳～12歳
■ 3部門…………………… 13歳～14歳
■ 2部門…………………… 15歳～16歳
■ 1部門…………………… 17歳以上男女
■ ボーイズ部門
  ジュニアⅡ………………   8歳～12歳
  ジュニアⅠ……………… 13歳～16歳
  ※１７歳以上は１部門及びプロ部門での参加とします。
■ プロフェッショナル部門（2曲での審査・男女混合）
  ジュニア ……………… 12歳～16歳
  シニア ………………… 17歳以上

クラシックバレエ
■ コンテンポラリー部門（ソロ＆デュオ）
  ………………………… 12歳以上
………………………… 参加人数：1名もしくは2名

※デュオ（２名）での参加も可。

コンテンポラリーダンス

■ グループ部門（３名以上）
………………………… 参加人数：3名以上

※ダンスのジャンルは問いません

グループ

日　程 8月 9日〈水〉15：00開始予定 ■ コンテンポラリー部門  ■ グループ部門

8月 10日〈木〉10：00～　　 ■ BS部門 ■  5部門 ■ 4部門
　  11日〈金〉10：00～　　 ■ 3部門 ■ 2部門 ■ 1部門

8月 12日〈土〉10：00～　　 ■ 5部門 ■ 4部門 ■ 3部門 ■ 2部門 ■ 1部門 ■ ボーイズ部門
　  13日〈日〉10：00～　　 ■ プロフェッショナル部門 ジュニア／シニア
  ■ 20thバレエコンペティション21 入賞者エキシビション

  ■ 表彰式
※コンテンポラリー部門、グループ部門のエキシビション参加者は本年入賞者

予 選 ※BS部門・ボーイズ部門は決選のみ

決 選 ※プロ部門はヴァリエーション2曲決選のみ

制限時間 3分以内　コンテンポラリー部門・グループ部門は4分以内
※制限時間は無音での演技も含めます。※超過の場合は失格となります。

音　源 CDのみ。本番用1枚と予備1枚を当日持参。

表　彰

審査員
深川秀夫
審査委員長

井口裕之　一柳麗　岩越千晴　大寺資二　小出領子　後藤晴雄　田川陽子　塚田みほり　成澤淑榮
予選審査員

イルギス・ガリムーリン　田中洋子　本田道子　山野博大　ゆうきみほ
決選審査員

猪崎弥生　木原創　倉知可英　名鶴ひとみ　山野博大
コンテンポラリー部門・グループ部門審査員

参加規定

・複数部門にエントリー可能です。
・ 振付及び使用曲に関し著作権・上演権が生じた場合は必ず事前に各自手続きを行って下さい。当コンクールは一切の責任を負いません。
・お申込みと異なる内容が認められた場合、失格の対象となります。

全部門共通

・クラシックバレエからのヴァリエーション。
・プロ部門は異なる2曲でエントリーしてください。
※バレエコンペティション21では、演目の表記を統一しています。ホームページ内の「注意事項・ご案内」の「演目について」を参考にし、
  「お申込みフォーム」の演目リストよりお選びください。お申込み受付終了後（7/11以降）の演目変更はできません。

クラシック部門

・コンテンポラリー部門はソロもしくはデュオでの参加。競技者の技術力、表現力、振付の理解度などを審査の対象とします。
・グループ部門モダンダンス、コンテンポラリーダンス、ジャズダンス、児童舞踊、シアターダンス、ストリートダンス、
  演劇的な舞踊等ダンスのジャンルは自由です。
・衣裳着用のこと。裸での演技は不可。
・火やガラスなど、舞台上で危険と思われるものや道具は一切禁止です。

コンテンポラリー部門 グループ部門

開催期間 2017年8月9日〈水〉～13日〈日〉

8月 10日〈木〉・11日〈金〉各日、各部門の予選審査終了後
■ 参加料 3,000円　■ 定員 各日40名程度　■ 対象部門 BS、５、４、３、２、１部門

アドバイス会
講師：深川 秀夫

参加料 25,000円　■ プロフェッショナル部門 30,000円　■ グループ部門 30,000円
（グループ部門は4人目から一人増えるごとに5,000円頂きます。）（5・4・3・2・1部門の決選出場者は別途5,000円を通過発表時に納入していただきます）
※申込み受付後の返金はいかなる場合もいたしませんのでご了承ください。払込み手数料については各自ご負担ください。

ロシア・バレエ学校

■ ＢＳ部門…………………   8歳～11歳
■ 5部門……………………   9歳～10歳
■ 4部門…………………… 11歳～12歳
■ 3部門…………………… 13歳～14歳
■ 2部門…………………… 15歳～16歳
■ 1部門…………………… 17歳以上
■ ボーイズ部門
  ジュニアⅡ………………   8歳～12歳
  ジュニアⅠ……………… 13歳～16歳
■ コンテンポラリー部門  … 12歳以上
■ グループ部門

1位～6位　賞状

1位…賞状、メダル
2位…賞状、メダル
3位…賞状、メダル
4位…賞状
5位…賞状
6位…賞状

決選通過者は
ファイナリスト
（入選）の賞状を
授与します

最優秀賞…賞金10万円  優秀賞…賞金5万円
振付賞、オーディエンス賞（観客投票）
※振付賞とオーディエンス賞はコンテンポラリー部門・グループ部門の中から1名もしくは1組のみに与えます。

上位入賞者に短期研修スカラシップが
授与されます。

1位 …… 賞状、メダル、賞金10万円
2位…… 賞状、メダル、賞金5万円
3位…… 賞状、メダル、賞金3万円

1位 …… 賞状、メダル、賞金20万円
2位…… 賞状、メダル、賞金10万円
3位…… 賞状、メダル、賞金5万円

プロフェッショナル部門シニア プロフェッショナル部門ジュニア■ プロフェッショナル部門


