
■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、廣瀬尊子、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

〒461-0004 名古屋市東区葵2-11-22アバンテージ葵ビル301 ㈱マネージメント・プロ内 
tel.052-979-2030  fax.052-979-2032 ［平日11:00～17：00］

https://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。本コンクールで撮影されました映像及び写真の権
利はすべて主催者側に帰属し、ウェブサイトやチラシ等に使用することがあります。
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※表示の金額はすべて消費税込みの価格です。 ※当日券のみ

入場料

会 場 主 催 バレエコンペティション21事業委員会名古屋市青少年文化センター（アートピア）
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

26thバレエコンペティション2126th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。

2022.8/10〈水〉   8/12〈金〉

予選（8/10・11）
高校生以下 1,600円／一般 2,600円

決選（8/12）
高校生以下 2,100円／一般 3,600円

3日間通し券
高校生以下 4,000円／一般 6,000円

サマーワークショップサマーワークショップ

参 加 料

クラシックバレエ    
コンテンポラリー    
クラシックバレエ + コンテンポラリー
コース
（バレエ+コンテンポラリー+ヴァリエーションクラス）

4,000円（税込）
4,000円（税込）
7,500円（税込）

15,000円（税込）

ヴァリエーションクラス/
クラシックバレエ

塚本 洋子
マシモ・アクリ

望月 辰夫コンテンポラリー

講　師

日　時

場　所

2022年 5月28日（土）

名古屋市芸術創造センター

第 5 回
チャレンジ・コンペティション

第 5 回
チャレンジ・コンペティション

※詳しくはホームページにてお知らせいたしますのでご確認ください。 ※定員になり次第締め切らせていただきます。

申 込 期 間

2022年 2月21日（月）
　　　　　▼
2022年 4月30日（土）
（定員になり次第締め切らせていただきます）
※お申込受付後の返金はいかなる場合もいたし
ませんのでご了承下さい。

申 込 方 法

FAX

052-979-2032
E-mail

LINE

ballet@ballet21.jp

申込書ダウンロード
https://www.ballet21.jp

申込書を右記ＨＰよりダウン
ロードして、FAX、E-mai l、
LINEよりお申込みください。
詳しい内容や申込方法はHP
をご覧ください。

プレコンペティション

チャレンジ・コンペティション

日　時

場　所

2022年 5月29日（日）

名古屋市芸術創造センター

●年齢制限なし
●クラシックバレエからのヴァリエーションまたはパドドゥに限ります。
●審査員からのアドバイスシートをお渡しします。
●順位や表彰は付与しません。

●バレエシューズ部門 …………………▶8～11歳
●５部門 ………………………………▶9～10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
●ボーイズジュニア部門 ………………▶13～16歳
●ボーイズシニア部門…………………▶17歳以上
●コンテンポラリー部門 ………………▶11歳以上
●グループ部門（ジャンル問わず）……▶2名以上



注：この口座番号は8月開催のコンクール専用となります。

※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 2022年4月15日（金）～6月30日（木）　（定員になり次第締め切らせていただきます）

お問合わせ 「バレエコンペティション21」事務局

後日事務局より申込確認書を送付します

ＨＰより申込書をダウンロードして、FAX、E-mail、LINEよりお申込みください

プロ部門（パドドゥでの参加）コンテンポラリー部門・グループ部門クラシックバレエ部門・プロ部門（Vaでの参加）

所属団体に登録確認メールが届きますので内容ご確認ください

参加証等は7月下旬に事務局よりお手元に発送 参加証等は7月下旬に事務局よりお手元に発送

HPよりお申込みください

参加部門

日　程

8月10日〈水〉・11日〈木〉 

8月12日〈金〉 ■ 5部門　■ 4部門　■ 3部門　■ 2部門　■ 1部門　■ ボーイズ部門
 ■ プロフェッショナル部門 ジュニア／シニア
 ■ コンテンポラリー部門   ■ グループ部門
 ■ 25thバレエコンペティション21 入賞者エキシビション

予 選 ※BS部門・ボーイズ部門は決選のみ

決 選 ※プロ部門は決選のみ

制限時間 3分以内　パドドゥは13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。
※盤面に修正テープ、修正液使用不可

表　彰

審査員
一柳 麗　神澤 千景　小出 領子　後藤 晴雄　高宮 直秀　田川 陽子　塚田 みほり　早川 麻実　原 美香　廣瀬 尊子　松岡 璃映
予選審査員

貞松 正一郎　 田中 洋子　 塚本 洋子　 成澤 淑栄　 望月 辰夫　 ゆうき みほ
決選審査員

参加規定 全部門共通クラシック部門 コンテンポラリー部門・グループ部門

開催期間 2022年 8月10日〈水〉～12日〈金〉

参加料 26,000円（税込）

（5・4・3・2・1部門の決選出場者は別途5,000円を通過発表時もしくは決選受付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。

■ 5部門
■ 4部門
■ 3部門
■ 2部門
■ 1部門
■ ボーイズ部門
  ジュニア
  シニア
■ コンテンポラリー部門
■ グループ部門

■ ＢＳ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
奨励賞…賞状

5～1部門の決選通過者はファイナリスト（入選）の
賞状を授与します

1位 …… 賞状、メダル、賞金150,000円
愛知県知事賞、東海テレビ賞

2位…… 賞状、メダル、賞金100,000円

3位…… 賞状、メダル、賞金  50,000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

1位 …… 賞状、メダル、副賞 商品券30,000円
名古屋市長賞、東海テレビ賞

2位…… 賞状、メダル、副賞 商品券30,000円

3位…… 賞状、メダル、副賞 商品券30,000円

■ プロフェッショナル部門
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・クラシックバレエからのヴァリエーション
※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。7/1以降の演目変更はで
きません。

・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。

・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。

■ 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
■ ボーイズ部門
  ジュニア ……………………………… 13 歳 ～16歳
  シニア   ……………………………… 17 歳 以上　　

■ プロフェッショナル部門（男女）
今回よりパドドゥでの参加も可となります。
（パートナーに関しては審査対象外も可）

  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）
…………………………………  11歳以上
…………………………………  参加人数：1名もしくは2名

コンテンポラリーダンス

※12歳以下は ５・４部門での参加とします。 ※ヴァリエーションは2曲、パドドゥは1演目での審査とします。

■ グループ部門（３名以上）
………………………………………  参加人数：3名以上

グループ ※ダンスのジャンルは問いません。

※年齢は2022年4月1日
　現在とします。

■ プロフェッショナル部門 ……31,000円 （税込）（パドドゥの場合、2人とも審査対象ならばそれぞれ参加料が必要です）
■ グループ部門 …………………31,000円 （税込）（人数問わず一律）

※振付賞はコンテンポラリー部門・グループ部門が対象となります。

※審査員は事情により変更となる場合がございます。

s

E-mail ballet@ballet21.jp LINE

申込書ダウンロード https://www.ballet21.jp

■ BS部門　■  5部門　■ 4部門　■ 3部門 ■ 2部門　■ 1部門
10日・11日のうち
希望日を選択

FAX
052-979-2032

E-mail
ballet@ballet21.jp

LINE
@859flmsl

パドドゥ新設

※デュオ（２名）での参加も可。


