
【第12回YBC横浜バレエコンクール プログラム】
日程：２０２２年７月２7日（水）・２８日（木）

会場：関内ホール

〜　7月27日　審査員　〜

伊藤範子 白石あゆ美 高岸直樹

〜　7月28日　審査員　〜

伊坂文月 伊藤範子 遠藤康行 白石あゆ美
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【プレコンクール課題曲部門（バレエシューズ）対象：小学校１年生～小学校３年生】
ID 名前 作品名 バリエーション名 With Advice

101 渡邊 杏南 ペザント ペザントのVa
102 西城 有紗 眠れる森の美女 桜の精のVa
103 小柳 麻妃 眠れる森の美女 宝石のVa
104 朱 宸菲 眠れる森の美女 桜の精のVa
105 佐伯 菜乃 眠れる森の美女 フロリナ王女のVa
106 阪上 葉月 眠れる森の美女 フロリナ王女のVa
107 羽生 汐里 眠れる森の美女 宝石のVa
108 棄権
109 阿部 百恵 眠れる森の美女 フロリナのVa ○
110 北島 環 ジゼル ペザントのVa ○
111 北島 碧 眠れる森の美女 桜の精のVa ○
112 山本 陽菜 白鳥の湖 パ・ド・トロワ第1のVa ○
113 重松 りのか 眠れる森の美女 フロリナ王女のVa ○
114 竹内 美怜 眠れる森の美女 宝石のVa ○
115 佐々木 優菜 眠れる森の美女 宝石のVa ○
116 中林 怜愛 眠れる森の美女 フロリナ王女のVa ○
117 石川 香衣 眠れる森の美女 フロリナ王女のVa ○
118 阿部 真子 白鳥の湖 パ・ド・トロワ第１のVa ○
119 白鳥 理子 ドン・キホーテ キューピッドのVa ○
120 吉田こな ジゼル ペザントのVa ○

【プレコンクールＢ１部門（バレエシューズ）対象：小学校４年生～中学１年生】
ID 名前 作品名 バリエーション名 With Advice

201 上田 陽愛 フェアリードール 人形の精のVa
202 萱野 心陽 ジゼル ペザントのVa
203 平塚 詩織 パリの炎 ジャンヌのVa
204 村上 瑛未 パキータ 第4のVa
205 町田 咲音 タリスマン ニリチのVa
206 棄権
207 秋山結菜 白鳥の湖 パ・ド・トロワ第1のVa
208 丹羽 美由那 白鳥の湖 パ・ド・トロワ第1のVa
209 長倉 杏珠 ジゼル ペザントのVa
210 井上 采和 海賊 オダリスクのVa
211 田中 風琴 卒業舞踏会 卒業舞踏会よりVa
212 小谷 杏 眠れる森の美女 フロリナ王女のVa
213 井上 実紗希 眠れる森の美女 フロリナ王女のVa ○
214 佐藤 里菜 パキータ 第４のVa ○
215 玉井 祐璃子 眠れる森の美女 フロリナ王女のva ○
216 世瀬 優香子 眠れる森の美女 フロリナ王女のva ○
217 柬理 千咲 海賊 バリエーション ○
218 小池 陽真莉 コッペリア スワニルダのVa ○
219 翠簾野 由寧 エスメラルダ エスメラルダのVa ○
220 村岡 晴 ジゼル ペザントのVa ○
221 関口 凜乃 ドン・キホーテ キトリのVa ○
222 永井 茅歩 ジゼル ペザントのVa ○
223 峯村 凜俐 眠りの森の美女 フロリナ王女のVa ○
224 渡邉 仁菜 ドン・キホーテ キトリのVa ○
225 馬鳥 結波 眠れる森の美女 フロリナ王女のVa ○
226 大坪 暖 パキータ パ・ド・トロワ第2のVa ○
227 玉置 絢音 パキータ トロワ第1のVa ○



【プレコンクールＡ２部門（女性はトゥシューズ）対象：中学校１年生～中学校３年生】
ID 名前 作品名 バリエーション名 With Advice

401 佐藤 詩乃 海賊 海賊のVa
402 立野 杏 白鳥の湖 パ・ド・トロワ第1のＶa
403 野﨑 愛茉 眠れる森の美女 フロリナ王女のⅤa
404 坂口 碧唯 アレルキナーダ コロンビーヌのVa
405 棄権
406 棄権
407 棄権
408 棄権
409 渡邊穂花 ラ・バヤデール ガムザッティのVa
410 福原渚月 パキータ 第4のVa
411 木村琴海 白鳥の湖 パ・ド・トロワ第1のＶa
412 酒井芽依 ドン・キホーテ キューピッドのVa
413 佐藤 柚音 パリの炎 ジャンヌのVa
414 青木 心春 白鳥の湖 パ・ド・トロワ第1のＶa ○
415 米田 奈央 海賊 オダリスク第3のVa ○
【プレコンクールＡ１部門（女性はトゥシューズ）対象：小学校４年生～小学校６年生】
ID 名前 作品名 バリエーション名 With Advice

301 小林 恵麻 ドン・キホーテ キトリのVa
302 河合 結理 白鳥の湖 パ・ド・トロワ第1のVa
303 島田 紗幸 白鳥の湖 パ・ド・トロワ第1のVa
304 萱野 心陽 ジゼル ペザントのVa
305 町田 咲音 タリスマン ニリチのVa
306 棄権
307 長倉 杏珠 ジゼル　 ペザントのVa
308 北村 帆乃香 アレルキナーダ コロンビーヌのVa
309 志賀 柚月 エスメラルダ ディアナのVa ○

【大人部門（バレエシューズ・トゥシューズどちらも可）対象：２３歳以上】
ID 名前 作品名 バリエーション名 With Advice

901 伊藤 夏稀 眠れる森の美女 オーロラ姫のVa
902 中山 多美野 ドン・キホーテ キトリの友人のVa
903 佐々木 美香 チャイコフスキーパドドゥ 女性のVa
904 岡宮 祐美子 フローラの目覚め フローラのVa



【コンクール　シニア部門（女性はトゥシューズ）対象：高１～２２歳】
ID 名前 作品名 バリエーション名 With Advice

801 土居 枝津子 チャイコフスキー　パドドゥ 女性のVa
802 山口 あい ドン・キホーテ ソリスト第1のVa
803 西岡 柚稀 海賊 メドーラのVa
804 桂 わこ コッペリア スワニルダのVa
805 鈴木 麻央 くるみ割り人形 金平糖の精のVa
806 佐藤 可惟 白鳥の湖 ジーグフリードのVa
807 加藤 花凛 眠れる森の美女 オーロラ姫のVa
808 小岩井 雫 パキータ エトワールのVa
809 古川 茉奈 眠れる森の美女 オーロラ姫のVa
810 棄権
811 唐津 穂果 パキータ エトワールのVa
812 上野 愛佳 ドン・キホーテ ドルシネアのVa
813 野村 果稟 タリスマン ニリチのVa
814 高島 里菜 ライモンダ 夢の場のVa
815 市野 眞菜 海賊 メドーラのVa
816 竹内 理桜 眠れる森の美女 オーロラ姫のVa
817 柏井 莉颯 眠れる森の美女 オーロラ姫のVa
818 棄権
819 長竹 陽菜 ヴェニスのカーニバル サタネラのVa
820 棄権
821 龍野 惺之介 くるみ割り人形 王子のVa ○
822 棄権
823 土田 梅香 パリの炎 ジャンヌのVa ○
824 棄権
825 野呂 珠紀 ラ・フィーユ・マル・ガルデ リーズのVa ○
826 板垣 遥佳 パキータ パドトロワ第1のVa ○
827 山本 梨々香 タリスマン ニリチのVa ○
828 土岐 杏 白鳥の湖 黒鳥のVa ○
829 豊田 久美子 エスメラルダ エスメラルダのVa ○
830 富加見 優 サタネラ サタネラのVa ○
831 吉田かの タリスマン ニリチのVa ○

【コンクール　小４・小５部門（女性はトゥシューズ）】
ID 名前 作品名 バリエーション名 With Advice

501 佐々木 英恵 ラ・フィーユ・マル・ガルデ リーズのVa
502 髙橋 弥愛 ジゼル ペザントのVa
503 幸坂 るな 眠れる森の美女 フロリナ王女のVa
504 河合 結理 白鳥の湖 パ・ド・トロワ第1のVa
505 佐々木 愛唯 眠れる森の美女 オーロラ姫のVa
506 矢島 夢叶 白鳥の湖 パ・ド・トロワ第1のVa
507 賀戸 実祈 白鳥の湖 パ・ド・トロワ第1のVa ○
508 福田 珂歩 パキータ 第4のVa ○
509 中本 紘野 パキータ パ・ド・トロワ第1のVa ○



【コンクール　小６・中１部門（女性はトゥシューズ）】
ID 名前 作品名 バリエーション名 With Advice

601 榎本 妃花 ドン・キホーテ キトリ
602 石橋 練磨 白鳥の湖 王子
603 関口 咲良 コッペリア スワニルダ
604 村瀬 咲彩 白鳥の湖 パ・ド・トロワ第3
605 近野 愛月 パキータ パキータよりVa
606 池埜 莉瑚 ドン・キホーテ キューピッドのVa
607 坂口 碧唯 アレルキナーダ コロンビーヌのVa
608 澤田 千穂 海賊 オダリスクのVa
609 木村 凪初 パキータ 第5ソリストのVa
610 梶 莉里花 アレルキナーダ コロンビーヌのVa
611 込山 倭香羽 海賊 オダリスク第3のVa ○
612 永田 美里 海賊 オダリスクのVa ○
613 松本 妃央 ドン・キホーテ キトリ１幕のVa ○
614 永井 舞羽 ヴェニスの謝肉祭 サタネラのVa ○
615 棄権

【コンクール　中２・中３部門（女性はトゥシューズ）】
ID 名前 作品名 バリエーション名 With Advice

701 三重野 蒼唯 パリの炎 ジャンヌのVa
702 高瀬 燈 眠れる森の美女 オーロラ姫のVa
703 山田 彩寧 パキータ 第４Va
704 田代 梨恵 白鳥の湖 パ・ド・トロワ第3Va
705 深澤 凜々子 白鳥の湖 パ・ド・トロワ第1Va
706 吉田 百花 ライモンダ ライモンダ のVa
707 星野 妃奈 白鳥の湖 パ・ド・トロワ第2のVa
708 遅沢 杏 ライモンダ 夢の場のVa
709 佐藤 柚音 パリの炎 ジャンヌのVa
710 本淨 杏子 海賊 ギュリナーラのVa
711 青木 花音 眠れる森の美女 フロリナ王女 ○
712 宮本 華菜子 パキータ 第4バリエーション ○
713 萩原 結衣 ライモンダ ライモンダのVa ○
714 福田 優玖 コッペリア スワニルダのVa ○
715 岡部 優里 ジゼル ジゼルのVa ○
716 三井 優希 ジゼル ジゼルのVa ○
717 堀江 華乃 眠りの森の美女 フロリナ姫のVa ○
718 尾﨑 郁香 せむしの仔馬 海の女王のVa ○
719 米田 奈央 海賊 オダリスク第3のVa ○
720 宮地 紗璃 眠れる森の美女 オーロラ姫のVa ○
721 頼信 咲良 白鳥の湖 パ・ド・トロワ第3のVa ○
722 八木 映利香 海賊 グルナーラのVa ○

【コンテンポラリー部門】
ID 名前 作品名 With Advice

1001 佐藤 可惟 In My Thought
1002 土居 枝津子 生と死 ○
1003 永田 美里 SENCE　OF 。。。 ○
1004 中本 紘野 haunted house お化けなんて怖くない ○
1005 尾﨑 郁香 Through the clouds ○



〜開催予定〜

第３回YBCバレエコンクール東京　２０２２年９月１８日（日）　日本橋公会堂

第２回YBCプレミアムアドバイスバレエコンクール　２０２２年１１月２０日（日）　The　Hall　Yokohama

第４回YBCバレエコンクール東京　２０２２年１２月１９日（月）２０日（火）２１日（水）　日本橋公会堂

第１３回YBC横浜バレエコンクール　２０２２年１２月２６日（月）関内ホール　２７日（火）神奈川県立音楽堂　

第１回YBCバレエコンクール埼玉　２０２３年２月５日（日）埼玉会館

第１４回YBC横浜バレエコンクール　２０２３年３月１２日（日）　関内ホール

第２回YBCバレエコンクール福岡　２０２３年３月２５日（土）　福岡県立ももち文化センター

第２回YBCバレエコンクール名古屋　２０２３年３月３０日（木）３１日（金）　ビレッジホール

第１５回YBC横浜バレエコンクール　２０２３年７月２３日（日）　関内ホール

第５回YBCバレエコンクール東京　２０２３年７月２４日（月）　日本橋公会堂

第２回YBCバレエコンクール京都　２０２３年７月２８日（金） ロームシアター京都

第３回YBCバレエコンクール福岡　２０２３年７月３０日（日）　福岡県立ももち文化センター

〜協賛〜

〜協力〜

主催：株式会社ソイプランニング　　　YBCバレエコンクール事務局


