
順位 ＩＤ 氏名 作品名 所属

１位 1505 伊藤優恵　伊藤遥乃 清（きよ） Yoko Tsukamoto テアトル・ド・バレエ　アカデミー

２位 1503 松川果歩 名前のない花は静かに眠る アイコモダンダンススタジオ

３位 1504 山口華恋 プシケーの破片 アイコモダンダンススタジオ

【コンテンポラリー部門】



順位 ＩＤ 団体名 作品名 出演者名

１位 2501 Studio WIND HEART Pomegranate
柏原陽奈子　早川真理子　山下恭依

村山由芽　加藤帆波

２位 該当者なし

３位 該当者なし

【グループ部門】



順位 ＩＤ 氏名 作品名 所属

１位 8007 石黒萌桃 ＜パリの炎＞よりジャンヌのVa YokoTsukamoto テアトル・ド・バレエ　アカデミー

２位 8014 井上佑奈子 ＜タリスマン＞よりVa 黒沢優子バレエスタジオ

３位 8005 山口愛莉 ＜眠れる森の美女＞よりフロリナのVa YokoTsukamoto テアトル・ド・バレエ　アカデミー

４位 該当者なし

５位 該当者なし

６位 該当者なし

奨励賞 8015 成田茉央 ＜ドン・キホーテ＞よりキューピットのVa AKバレエスクール

奨励賞 8013 西澤未梨亜 ＜卒業舞踏会＞よりVa Natsumi Ballet Academy

奨励賞 8003 出口陽毬 ＜眠れる森の美女＞よりフロリナのVa YokoTsukamoto テアトル・ド・バレエ　アカデミー

奨励賞 8010 若林美希 ＜フェアリードール＞よりVa Ballet Studio Myrtle

【ＢＳ部門】



順位 ＩＤ 氏名 作品名 所属

１位 3012 水戸野彩花 ＜白鳥の湖＞よりオディールのVa 白鳥バレエ学園

２位 3028 大矢十和子 ＜眠れる森の美女＞よりローズ・アダージオのVa エリカバレエスタジオ

３位 3020 杉山結香 ＜眠れる森の美女＞よりローズ・アダージオのVa バレエスタジオコンチェルト

４位 該当者なし

５位 該当者なし

６位 該当者なし

【３部門】



順位 ＩＤ 氏名 作品名 所属

１位 該当者なし

２位 2011 横山礼華 ＜バヤデルカ＞よりガムザッティのVa Ballet Studio Myrtle

３位 2004 眞野はるひ ＜ラ・フィユ・マル・ガルテ＞よりリーズのVa ベルバレエスタジオ

４位 該当者なし

５位 該当者なし

６位 該当者なし

【２部門】



順位 ＩＤ 氏名 作品名 所属

１位 該当者なし

２位 該当者なし

３位 1004 栗野瑠華 ＜ジゼル＞よりジゼルのVa YokoTsukamoto テアトル・ド・バレエ　アカデミー

４位 該当者なし

５位 該当者なし

６位 該当者なし

【１部門】



順位 ＩＤ 氏名 作品名 所属

１位 5019 羽根田澪乃 ＜コッペリア＞第三幕よりスワニルダのVa AKバレエスクール

２位 5017 米今璃久 ＜コッペリア＞よりフランツのVa 神澤千景バレエスタジオ

３位 5010 森幸香 ＜ハーレキナード＞よりVa 茉莉奈バレエスクール

４位 該当者なし

５位 該当者なし

６位 該当者なし

奨励賞 5004 中野美羽 ＜ドン・キホーテ＞よりキトリのVa Dance Space

奨励賞 5007 江口紗代 ＜眠れる森の美女＞よりフロリナのVa 神澤千景バレエスタジオ

奨励賞 5015 山口さくら ＜海賊＞よりVa 茉莉奈バレエスクール

奨励賞 5018 石黒萌桃 ＜パリの炎＞よりジャンヌのVa YokoTsukamoto テアトル・ド・バレエ　アカデミー

奨励賞 5005 鈴木友梛 ＜ハーレキナード＞よりVa 黒沢優子バレエスタジオ

奨励賞 5003 中野舞羽 ＜くるみ割り人形＞より金平糖のVa Dance Space

【５部門】



順位 ＩＤ 氏名 作品名 所属

１位 4046 山﨑千夏 ＜ドン・キホーテ＞よりバジルのVa 白鳥バレエ学園

２位 4041 濱中ひかる ＜ジゼル＞よりジゼルのVa Dance Space

３位 4043 中島かれん ＜コッペリア＞第一幕よりスワニルダのVa 森高子バレエ教室

４位 該当者なし

５位 該当者なし

６位 該当者なし

奨励賞 4029 水島実咲 ＜海賊＞よりVa 神澤千景バレエスタジオ

奨励賞 4026 安藤咲智花 ＜ドン・キホーテ＞よりドルシネアのVa 森高子バレエ教室

奨励賞 4033 梅田侑奈 ＜くるみ割り人形＞より金平糖のVa 茉莉奈バレエ スクール

奨励賞 4017 近藤真帆 ＜コッペリア＞第三幕よりスワニルダのVa 松岡伶子バレエ団

奨励賞 4024 柴田環 ＜眠れる森の美女＞よりフロリナのVa 神澤千景バレエ スタジオ

奨励賞 4052 後藤ハンナ ＜ドン・キホーテ＞よりドルシネアのVa 鳥居ゆき子バレエスタジオ

奨励賞 4015 塩田凛 ＜ハーレキナード＞よりVa ワカバレエスタジオ

奨励賞 4019 加藤唯至 ＜ハーレキナード＞よりVa YokoTsukamoto テアトル・ド・バレエ　アカデミー

奨励賞 4042 小澤裕里 ＜海賊＞よりVa 白鳥バレエ学園

【４部門】



順位 ＩＤ 氏名 作品名 所属

１位 該当者なし

２位 該当者なし

３位 7003 丸山楓生 ＜海賊＞よりVa 白鳥バレエ学園

【ボーイズ部門ジュニア】



順位 ＩＤ 氏名 作品名 所属

１位
名古屋市長賞
東海テレビ賞

9003 水戸野彩花
＜白鳥の湖＞よりオディールのVa

＜ドン・キホーテ＞よりキトリのVa 白鳥バレエ学園

２位 9001 菅原由香
＜タリスマン＞よりVa

＜眠れる森の美女＞よりローズ・アダージオのVa バレエスタジオ　Coeur d'Ange

３位 該当者なし

【プロフェッショナル部門ジュニア】



順位 ＩＤ 氏名 作品名 所属

１位
愛知県知事賞
東海テレビ賞

9502 田中沙季
＜サタネラ＞よりVa

＜ドン・キホーテ＞よりキトリのVa 松岡伶子バレエ団

２位 9501 仲沙奈恵
＜パキータ＞よりVa

＜エスメラルダ＞よりエスメラルダのVa 松岡伶子バレエ団

３位 9505 栗野瑠華
＜ジゼル＞よりジゼルのVa

＜コッペリア＞第一幕よりスワニルダのVa
YokoTsukamoto テアトル・ド・バレエ　アカデミー

【プロフェッショナル部門シニア】



部門 氏名 所属 競技者

１部門 該当者なし

２部門 該当者なし

３部門
塚田たまゑ
塚田みほり

白鳥バレエ学園 水戸野彩花

４部門
塚田たまゑ
塚田みほり

白鳥バレエ学園 山﨑千夏

５部門 笠野綾子 AKバレエスクール 羽根田澪乃

ボーイズ部門ジュニア 該当者なし

【指導者賞】1～5部門、ボーイズ部門の１位の指導者に送られます


