
KIDC 2017年 受賞者一覧 
クラシック部門総合

順位 名前 所属スタジオ 指導者
第1位 

福岡県知事賞 
(JC-10) Heeseo Won Sunhwa Arts Middle School Suk Gyeong Jeon

第2位 
福岡市長賞 

(S-7) Su Jin Kim Sejong University Seon Hee Jang

第3位  
福岡市文化芸術振興財団賞

(MB-4) Myeong Hyun Lee Yoo's Ballet Conservatory Juyeon Rhym

コンテンポラリー部門総合
順位 名前 所属スタジオ 指導者
第1位 

福岡県知事賞 
(CA-4) 足達 史 絵里ダンス 西畑 絵里

第2位 
福岡市長賞 

(CB-10) Ye Lin Sin Goyang High School of Arts
Do Hee Shim 
Dae Gun Lee

第3位  
福岡市文化芸術振興財団賞

(CS-3) Seung Soo, Ha Korea National Sport University James Jeon



クラシックジュニア女子A部門 (9～10歳)
順位 名前 所属スタジオ 指導者
第1位 (JA-11) 山﨑 菜々子 ダンススタジオCORAZON 古閑森 千絵

最優秀指導者賞 古閑森 千絵

第2位 (JA-4) 小西 咲来 田中千賀子バレエ団 田中 千賀子

第3位 (JA-12) 泉 ふわり ガリビヤンバレエアカデミー アザット ガリビヤン

第4位 (JA-10) 原田 伽音 さおりバレエスタジオ 柏木 沙織

第5位 (JA-13) 蒲原 芙美乃 菜生バレエスタジオ 中村 菜生

クラシックジュニア女子B部門 (11～12歳)
順位 名前 所属スタジオ 指導者
第1位 (JB-37) 眞田 遥 ゆりこバレエスタジオ 中尾 百合子

最優秀指導者賞 中尾 百合子

第2位 (JB-27) 山田 凜 レイDANCESTUDIO 川満 瑠依子 
矢野 友葉

第3位 (JB-8) 福田 優音 黒木隆江バレエスタジオ 黒木 隆江

第4位 (JB-25) 清水 りさ子 yoshimura dance center 礼 よしむら

第5位 (JB-38) 井上 諒香 R-class 石黒 理恵

第6位 (JB-22) 山内 悠 ソレイヤ ジェインズ 
インターナショナルバレエスクール

松田 ソレイヤ

第7位 (JB-2) バークスアシュリー粋 菜生バレエスタジオ 中村 菜生

第8位 (JB-28) 田邊 結菜 R-class 石黒 理恵

第9位 (JB-39) 花田 那月 ソレイヤ ジェインズ 
インターナショナルバレエスクール

松田 ソレイヤ

第10位 (JB-26) Su Hyun Cha Park Si Woo Dance Academy Si Woo Park



クラシックジュニア女子C部門 (13～14歳)
順位 名前 所属スタジオ 指導者
第1位 (JC-10) Heeseo Won Sunhwa Arts Middle School Suk Gyeong Jeon

最優秀指導者賞 Suk Gyeong Jeon

第2位 (JC-4) Joheun Kim Sunhwa Arts Middle School Eunji Kim

第3位 (JC-12) Dayeong Yoon Kaywon School of Art Yeonok Baek

第4位 (JC-27) Hae Jin Lee Sunhwa Arts Middle School Suk Gyeong Jeon

第5位 (JC-26) Hye Seung Cho Sunhwa Arts Middle School Suk Gyeong Jeon

第6位 (JC-29) 中川 愛生 R-class 石黒 理恵

第7位 (JC-37) 山田 真菜 黒木隆江バレエスタジオ 黒木 隆江

第8位 (JC-13) Chae Ah Kim Kaywon School of Art Yeonok Baek

第9位 (JC-42) 寺崎 凜夏 平田裕子バレエアカデミー 平田 裕子

第10位 (JC-3) 小森 真里谷 ダンススタジオCORAZON 古閑森 千絵

クラシックジュニア女子D部門 (15～17歳)
順位 名前 所属スタジオ 指導者
第1位 (JD-11) 世利 万葉 田中千賀子バレエ団 田中 千賀子

最優秀指導者賞 田中 千賀子

第2位 (JD-20) 多田 玲衣 めぐみバレエアート 空閑 めぐみ

第3位 (JD-29) Ye Lin Sin Goyang High School of Arts Do Hee Shim 
Dae Gun Lee

第4位 (JD-16) 河野 夏帆 建林悠子バレエスタジオ 建林 悠子

第5位 (JD-4) Eun Min Cho Yoo's Ballet Conservatory Juyeon Rhym

第6位 (JD-17) 中玉利 単衣 インターナショナル・バレエ・アカデミー 田丸 美佳

第7位 (JD-14) 沼 春帆 めぐみバレエアート 空閑 めぐみ

第8位 (JD-28) 田坂 琴音 めぐみバレエアート 空閑 めぐみ

第9位 (JD-1) 網永 真夏 yoshimura dance center 礼 よしむら

第10位 (JD-24) 村上 佳恵 妙典バレエスタジオ 大関 路佳



クラシックジュニア男子C部門 (13～14歳) 
&シニア男子部門 (18～30歳)
順位 名前 所属スタジオ 指導者
第1位 (MC-1) 三浦 永吉 インターナショナル・バレエ・アカデミー 田丸 美佳

最優秀指導者賞 田丸 美佳

第2位 (MC-2) 木村 正義 ガリビヤンバレエアカデミー アザット ガリビヤン 
ガリビヤン 奈帆

第3位 (MC-3) Kyung chan, Lee Korea National Sport University James Jeon

クラシックジュニア男子B部門 (11～12歳)
順位 名前 所属スタジオ 指導者
第1位 (MB-4) Myeong Hyun Lee Yoo's Ballet Conservatory Juyeon Rhym

最優秀指導者賞 Juyeon Rhym

第2位 (MB-3) 山下 拓海 田中千賀子バレエ団 田中 千賀子

第3位 (MB-1) 毛利 健人 ガリビヤンバレエアカデミー アザット ガリビヤン

クラシックシニア女子部門 (18～30歳)
順位 名前 所属スタジオ 指導者
第1位 (S-7) Sujin Kim Sejong University Seon Hee Jang

最優秀指導者賞 Seon Hee Jang

第2位 (S-1) 松田 カンナ 田中千賀子バレエ団 田中 千賀子

第3位 (S-10) 髙木 優花 内藤ひろみバレエ研究所 内藤 ひろみ



バレエシューズ女子部門 (8～12歳)
順位 名前 所属スタジオ 指導者
第1位 (SHF-23) 山﨑 菜々子 ダンススタジオCORAZON 中尾 ラーナ

最優秀指導者賞 中尾 ラーナ

第2位 (SHF-47) 狩俣 羽矢音 Ocean Ballet School 中村 優子

第3位 (SHF-40) 大神 舞峰 Mari Ballet Classe 松永 真理

第4位 (SHF-27) 栁本 理乃 ガリビヤンバレエアカデミー アザット ガリビヤン 
ガリビヤン 奈帆

第5位 (SHF-15) 倉智 月彩 ダンススタジオCORAZON 古閑森 千絵

第6位 (SHF-41) 石黒 結菜 R-class 石黒 理恵

第7位 (SHF-25) 江越 美桜 CCFバレエアカデミー 北村 真希子

第8位 (SHF-3) 一宮 綾晏 古賀理枝バレエスタジオ 古賀 理枝  
梅野 公徳

第9位 (SHF-44) 角舛 亜咲美 Emiバレエスタジオ 田中 絵美

第10位 (SHF-46) 松岡 彩華 Emiバレエスタジオ 田中 絵美

大人バレエ部門 (順位付け無し) 
協賛企業賞 名前 所属スタジオ 指導者

Suria賞

(A-1) 有馬 彩花 メリーホッパーズ バトン教室 米岡 美千代

(A-3) 坂本 絵美 バレエステージフロンティア 中村 瑠璃

(A-6) 村山 剛子 No Affiliation

ミコルピラティス賞 (A-2) 河野 真希 JNダンスクラシック 中村 順子

ぎゃらいぶらりー蔵賞
(A-4) 樋口 喜代美 No Affiliation

(A-7) 森吉 めぐみ レイDANCESTUDIO 川満 瑠依子

アンジェリーナ賞 (A-5) 齊藤 まり No Affiliation 古閑森 千絵

unora賞 (A-8) 有村 京子 M.B.B (メイキングボディバランス) 松田 美加



コンテンポラリーソロジュニアA部門 (10～13歳)
順位 名前 所属スタジオ 指導者
第1位 (CA-4) 足達 史 絵里ダンス 西畑 絵里

第2位 (CA-12) 篠﨑 さくら No Affiliation 林 百合絵

第3位 (CA-10) 内村 梨花 レイDANCESTUDIO 川満 瑠依子 
矢野 友葉

第4位 (CA-13) 山田 凜 レイDANCESTUDIO 川満 瑠依子 
矢野 友葉

第5位 (CA-8) 福田 優音 黒木隆江バレエスタジオ 黒木 隆江

コンテンポラリーソロジュニアB部門 (14～17歳)
順位 名前 所属スタジオ 指導者
第1位 該当者なし

第2位 (CB-10) Ye Lin Sin Goyang High School of Arts Do Hee Shim 
Dae Gun Lee

第3位 (CB-8) 倉智 天彩 ダンススタジオCORAZON 藤城 道博

第4位 (CB-11) 野田 冴音 ダンススタジオCORAZON 松井 英理

第5位 (CB-1) 山田 真菜 黒木隆江バレエスタジオ 黒木 隆江

コンテンポラリーソロシニア部門 (18歳～)
順位 名前 所属スタジオ 指導者
第1位 (CS-3) Seung Soo, Ha Korea National Sport University James Jeon

第2位 (CS-5) 今村 朱里 No Affiliation

第3位 (CS-9) 坂元 正代 No Affiliation Weiting Zhang



コンテンポラリーアンサンブルジュニア部門 (10～17歳)
順位 名前 所属スタジオ 指導者
第1位 該当者なし

第2位 該当者なし

第3位 該当者なし

パフォーマンス賞 (GJ-5) Merry Hoppers メリーホッパーズ バトン教室 米岡 宝

コンテンポラリーアンサンブルシニア部門 (18歳～)
順位 名前 所属スタジオ 指導者
第1位 該当者なし

第2位 該当者なし

バリアフリー部門 (ジャンル問わず・順位付け無し) 
協賛企業賞 名前 所属スタジオ 指導者
Infinite  

Possibilities 賞
(BF-1) 平嶋 萌宇 ガリビヤンバレエアカデミー アザット ガリビヤン 

ガリビヤン 奈帆

Infinite  
Possibilities 賞

(BF-2) 山野井 寛 
  　　マニシア

No Affiliation



KIDC 2017 スカラーシップ & アドミッション 
KIDC 2017 スカラーシップ & アドミッション ・協賛企業賞

＊PAS DANCE MOVEMENT CENTER 30% スカラシップ 
CA-14 中村 心海 / CA-17 小森 真里谷 / CB-8 倉智 天彩 

＊PAS DANCE MOVEMENT CENTER 50% スカラシップ 
CA-4 足達 史 / CA-12 篠﨑 さくら 
 
＊PAS DANCE MOVEMENT CENTER 100% スカラシップ 
福田 智子 (ワークショップのみ参加者) 
 
＊ダンサーズネストジャパン賞 
CA-4 足達 史  / CB-11 野田 冴音 / CS-5 今村 朱里 

＊ Peridance賞 (Peridanceでのレッスン受講クーポン) 
CB-10 Ye Lin Sin / GJ-2 藤本 舞, プライドウ コートニー 

＊Oniin2賞（OniinのジュニアカンパニーのNYでの公演参加権） 
CS-6 嶌田 夏美  
福田 智子 (ワークショップのみ参加者) / 北村 まき子 (ワークショップのみ参加者) 
 
＊アルメニア国立バレエ学校 バレエ科年間スカラシップ賞 
JD-24 村上 佳恵 
 
＊アルメニア国立バレエ学校 バレエ科年間入学許可賞 
JC-30 湯脇 乙葉 / JD-29 Ye Lin Sin 
         
＊ヤナチェックコンサバトリー・チェコ共和国 年間入学許可賞 
JC-29 中川 愛生 / JD-17 中玉利 単衣 / JD-20 多田 玲衣 

＊エリート・トレーニング・プログラム賞 / アネット・ロスリ・バレエアカデミー 
MB-4 Myong Hyun Lee / S-1 松田 カンナ 

＊サマースクール2018年1月賞 / アネット・ロスリ・バレエアカデミー 
JB-4 野口 ほのみ / JB-33 崎山 朝海  
JC-1 仲野 希里 / JD-11 世利 万葉 / JD-24 村上 佳恵  
MC-1 三浦 永吉 

＊Open World Dance Foundationサマープログラムスカラシップ賞 
MC-1 三浦 永吉 / S-1 松田 カンナ 
  
＊Open World Dance Foundationサマープログラム入学許可賞 
JC-19 達城 伶奈 / JC-29 中川 愛生 



  
＊Ellison Balletサマースクール・スカラシップ賞 
MB-4 Myeong Hyun Lee / S-1 松田 カンナ 
  
＊Ellison Balletクラシカル・ヴァリエーション・インテンシブ・スカラシップ賞 
S-1 松田 カンナ 
  
＊Ellison Balletサマースクール・入学許可賞 
JC-22 清水 乃愛 / JD-24 村上 佳恵 
  
＊Ellison Balletクラシカル・ヴァリエーション・インテンシブ・入学許可賞 
JC-22 清水 乃愛 / JD-24 村上 佳恵 
  
＊Victoria International Ballet Academyサマースクール・スカラシップ賞 
JB-2 バークスアシュリー粋 
  
＊Victoria International Ballet Academy年間入学スカラシップ賞 
JB-17 Jeong-Yeon Yeo 
  
＊Victoria International Ballet Academy年間入学許可賞 
JB-27 山田 凜 / JB-29 Min Jee Park / JC-19 達城 伶奈 
  
＊Victoria International Ballet Academyサマースクール入学許可賞 
JA-13 蒲原 芙美乃 

＊Ballet Academy Benedict-Manniegel 入学許可賞 
JD-24 村上 佳恵 
  
＊Bottaini Merlo International Centre of Arts サマースクール・スカラシップ賞 
JB-2 バークスアシュリー粋 / MC-1 三浦 永吉  
  
＊Bottaini Merlo International Centre of Arts サマースクール入学許可賞 
JC-20 梅野 華乃 / JC-25 大淵 菜光 

＊Gelsey Kirkland Academy Of Classical Balletスカラシップ (サマースクール・年間） 
MB-4 Myeong Hyun Lee 
  
＊Gelsey Kirkland Academy Of Classical Ballet入学許可 (サマースクール・年間） 
JD-11 世利 万葉 / JD-23 花田 詩子 / JD-29 Ye Lin Sin 
  
＊チェンバレエアカデミー短期スカラシップ賞 (50%) 
JC-10 Heeseo Won / MB-4 Myeong Hyun Lee  
  
＊チェンバレエアカデミー短期スカラシップ賞 (30%) 
JC-3 小森 真里谷 / JC-26 Hye Seung Cho / MB-3 山下 拓海  

＊京都バレエ専門学校講習会スカラシップ賞 
JB-38 井上 諒香 / JB-39 花田 那月 / JB-40 栗原 日向莉 
JC-15 佐竹 風華 / JC-18 若林 乃愛 / JC-20 梅野 華乃  
JC-22 清水 乃愛 / JC-30 湯脇 乙葉 / JC-42 寺崎 凜夏 
MB-1 毛利 健人 

＊ジャパンウィーク賞 
CA-4 足達 史 / CB-11 野田 冴音 / CS-5 今村 朱里 


