
KIDC 2021年 受賞者一覧 

コンテンポラリー部門総合
順位 名前 所属スタジオ 振付者

第1位 福岡県知事賞 (CS-7) 角田 莉沙 No Affiliation 角田 莉沙

第2位 福岡市長賞 (CB-10) 笠原 ゐさり バレエプラティーヌ 中田 一史

第3位 西日本新聞社賞 (CS-3) 野村 王雅 大阪体育大学ダンス部 野村 王雅

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 (S-1) 松浦 凜香 ユリコバレエスタジオ 田上 由里子

第2位 福岡市長賞 (S-7) 奥田 理子 Ballet Studio Infinity 中田 一史

第3位 西日本新聞社賞 (JB-24) 片平 楓和娃 Ballet Studio 22 Classic & 
Contemporary 

有村 佳永



クラシックジュニア女子A部門 (11～12歳)
順位 名前 所属スタジオ 指導者
第1位 (JA-36) 永尾 樹里 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 (JA-10) 青山 そら 竹内翼バレエスタジオ 竹内 翼

第3位 (JA-39) 東 さくら BalletStudio22 Classic&Contemporary 有村 佳永

第4位 (JA-28) 夏木  杏凪 Ballet Studio Réve 川田 しのぶ

第5位 (JA-25) 藏重 桃子 Graceballetschool 中山 めぐみ

第6位 (JA-12) 黒木 桜 Graceballetschool 中山 めぐみ

第7位 (JA-11) 石丸 杏菜 タカコバレエスタジオ 中西 隆子

第8位 (JA-45) 木尾 紗梨 BalletStudio22 Classic&Contemporary 有村 佳永

第9位 (JA-20) 岩切 もえ KMAバレエスクール 岩井 佐代

第10位 (JA-3) 石塚 優 エスポワール・バレエ 澤野 由香

第11位 (JA-26) 脇 凛々花 BalletStudio22 Classic&Contemporary 有村 佳永

第12位 (JA-29) ギルバード実紗オリビア BalletStudio22 Classic&Contemporary 有村 佳永

第13位 (JA-14) 油利 桃佳 ガリビヤンバレエアカデミー ガリビヤンアザット 
ガリビヤン奈帆

第14位 (JA-8) 村里 夢 GraceBalletSchool 中山 めぐみ

第15位 (JA-13) 中村 莉子 ゆりこバレエスタジオ 中尾 百合子

(株)福岡市民ホール
サービス特別賞

(JA-16) 田代 愛 ダンススタジオCORAZON 譯林 春美

(株)福岡市民ホール
サービス特別賞

(JA-38) 藤島 ありす 古賀理枝バレエスタジオ 古賀 理枝

H_BALLET賞 (JA-10) 青山 そら 竹内翼バレエスタジオ 竹内 翼



クラシックジュニア女子B部門 (13～14歳)
順位 名前 所属スタジオ 指導者
第1位 (JB-24) 片平 楓和娃 Ballet Studio 22 Classic & Contemporary 有村 佳永

最優秀指導者賞 有村 佳永

第2位 (JB-8) 浦水 レイ ユリコバレエスタジオ 田上 由里子

第3位 (JB-37) 冨田 好花 シュウバレエスタジオ 小前 大介

第4位 (JB-19) 木村 紗菜 graceballetschool 中山 めぐみ

第5位 (JB-48) 田中 瑞姫 エスポワール・バレエ 澤野 由香

第6位 (JB-40) 堀田 花音 Masako ballet 四位 昌子 
本田 真理子（フリー）

第7位 (JB-16) 田村 奈々 小川バレエアカデミーフクオカ 小川 ともこ

第8位 (JB-36) 萩原 恵瑠 KMAバレエスクール 岩井 佐代

第9位 (JB-33) 吉岡 佳漣 ガリビヤンバレエアカデミー ガリビヤンアザット 
ガリビヤン奈帆

第10位 (JB-11) 野末 小雪 ガリビヤンバレエアカデミー ガリビヤンアザット 
ガリビヤン奈帆

第11位 (JB-32) 安野 夏帆 ガリビヤンバレエアカデミー ガリビヤンアザット 
ガリビヤン奈帆

第12位 (JB-22) 赤木 桃羽 Studio Blatt 矢野 友葉

第13位 (JB-45) 角町 玲葵 ガリビヤンバレエアカデミー ガリビヤンアザット 
ガリビヤン奈帆

第14位 (JB-10) 伊藤  琳加 ヴィゴールバレエスタジオ 高木 彩秩子

第15位 (JB-26) 達城 侑奈 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

(株)福岡市民ホール
サービス特別賞

(JB-4) 坂本 彩 エスポワール・バレエ 澤野 由香

(株)福岡市民ホール
サービス特別賞

(JB-38) 栁本 理乃 ガリビヤンバレエアカデミー ガリビヤンアザット 
ガリビヤン奈帆

H_BALLET賞 (JB-8) 浦水 レイ ユリコバレエスタジオ 田上 由里子



クラシックジュニア女子C部門 (15～17歳)
順位 名前 所属スタジオ 指導者
第1位 (JC-15) 山田 凜 Studio Blatt 矢野 友葉

最優秀指導者賞 矢野 友葉

第2位 (JC-23) 石野 愛華 K-BALLET SCHOOL福岡校 Yumiko Yoshitomi

第3位 (JC-17) 森木 和胡 古賀理枝バレエスタジオ 古賀 理枝 
梅野 公徳

第4位 (JC-30) 清水 乃愛 ガリビヤンバレエアカデミー ガリビヤンアザット 
ガリビヤン奈帆

第5位 (JC-14) 濱本 沙耶 バレエスタジオ ラ モンテ 三尾 幸子

第6位 (JC-27) 梅野 華乃 古賀理枝バレエスタジオ 古賀 理枝 
梅野 公徳

第7位 (JC-26) 達城 伶奈 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8位 (JC-25) 福永 利奈 ヤマダチエサニーバレエスクール 大野 晃弘 
田口 リツ子

第9位 (JC-33) 湯脇 乙葉 ゆりこバレエスタジオ 中尾 百合子

第10位 (JC-7) 東 すず Ballet Studio 22 Classic & Contemporary 有村 佳永

(株)福岡市民ホール
サービス特別賞

(JC-20) 野妻 夕芽乃 little ballet studio 田島 雛代

(株)福岡市民ホール
サービス特別賞

(JC-21) 田上 萌愛　 シス・アールバレエスタジオ 吉川 利枝子

H_BALLET賞 (JC-23) 石野 愛華 K-BALLET SCHOOL福岡校 吉冨 由見子

クラシックジュニア男子部門 (13～15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

クラシックシニア女子部門 (18歳～)
順位 名前 所属スタジオ 指導者
第1位 (S-1) 松浦 凜香 ユリコバレエスタジオ 田上 由里子

最優秀指導者賞 田上 由里子

第2位 (S-7) 奥田 理子 Ballet Studio Infinity 中田 一史

第3位 (S-9) 坂本 楓恋 須貝りさクラシックバレエ 須貝 りさ

第4位 (S-2) 吉野 綾夏 Gold Ballet Academy 前田 真杜

アートプロ 
コレオグラフィー賞 (S-4) 奥 遥歌 エスポワール・バレエ 澤野 由香



バレエシューズA部門 (8～10歳・男女混合) 
順位 名前 所属スタジオ 指導者
第1位 (SA-17) 田中 愛梨 さおりバレエスタジオ 柏木 沙織

最優秀指導者賞 柏木 沙織

第2位 (SA-32) 二木 咲良 竹内翼バレエスタジオ 竹内 翼

第3位 (SA-23) 小出 瑶己 黒木隆江バレエスタジオ 黒木 隆江

第4位 (SA-43) 古田 藍理  Balletto benessere 田中 美礼

第5位 (SA-52) 末吉 紗也 ガリビヤンバレエアカデミー
ガリビヤンアザット 
ガリビヤン奈帆

第6位 (SA-7) 小野谷 明来海 黒木隆江バレエスタジオ 黒木 隆江

第7位 (SA-29) 佐藤 永愛 バレエプラティーヌ 佐藤 芳奈 
野村 優香

第8位 (SA-54) 高橋 寧々 Ballet Studio 22 Classic & 
Contemporary

有村 佳永

第9位 (SA-51) 矢野 優菜 バレエプラティーヌ 佐藤 芳奈 
野村 優香

第10位 (SA-5) 神崎 朱莉 Balletto benessere 田中 美礼

第11位 (SA-28) 伊勢 睦花 Ballet Schatz 槇本 彩子

第12位 (SA-47) 中井 心渚 Balletto benessere 田中 美礼

第13位 (SA-6) 松尾 優里奈 Haruka Classic Ballet 重藤 遙

第14位 (SA-25) 田中 獅煌 古賀理枝バレエスタジオ 古賀 理枝

第15位 (SA-35) 岩下 倫 Ballet Schatz 槇本 彩子

バレエシューズB部門 (11～12歳・男女混合) 
順位 名前 所属スタジオ 指導者
第1位 (SB-29) 河邉 修太 ガリビヤンバレエアカデミー ガリビヤンアザット 

ガリビヤン奈帆

最優秀指導者賞 Azat Gharibyan / Naho Gharibyan

第2位 (SB-17) 油利 桃佳 ガリビヤンバレエアカデミー ガリビヤンアザット 
ガリビヤン奈帆

第3位 (SB-27) 野口 ここみ グランバレエスタジオ 野口 起代子

第4位 (SB-5) 渡邉 歩楓 ガリビヤンバレエアカデミー ガリビヤンアザット 
ガリビヤン奈帆

第5位 (SB-23) 福田 心愛 黒木隆江バレエスタジオ 黒木 隆江

第6位 (SB-21) 岡部 椛音 YUKAバレエスクール 高田 裕香

第7位 (SB-25) 野村 美南 GraceBalletSchool 中山 めぐみ

第8位 (SB-19) 佐々木 希蒼 さおりバレエスタジオ 柏木 沙織

第9位 (SB-24) 高橋 優月 バレエ・ア・ラ・メゾン 吉﨑 加奈

第10位 (SB-22) 上土井 莉音 シス・アールバレエスタジオ 吉川 利枝子



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

株式会社アトリエヨシノ　 (A-1) 藤村 美恵 さおりバレエスタジオ 柏木 沙織

ドナプリマ (A-2) 松村 美穂 さおりバレエスタジオ 柏木 沙織

株式会社チャコット　 (A-3) 山田 明日香 さおりバレエスタジオ 柏木 沙織

有限会社 雄覇 (A-4) 竹中 由美子 No Affiliation 古野 薫

株式会社 シルビア (A-5) 齊藤 まり No Affiliation 古閑森 千絵

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 振付者
第1位 (CA-6) 石丸  杏菜 タカコバレエスタジオ 本間 紗世

第2位 (CA-14) 片平 楓和娃 Ballet Studio 22 Classic & Contemporary 平田 友子

第3位 (CA-9) 東 さくら Ballet Studio 22 Classic & Contemporary 平田 友子

第4位 (CA-10) 炭谷 茜里　 和田朝子舞踊研究所 和田 伊通子

第5位 (CA-11) 橘 美乃 Ballet Studio 22 Classic & Contemporary 平田 友子

SLEEPER 
     design shop賞  

 

(CA-2) 山内 こなか HIT'SDanceSpace 加賀 ひとみ

office VANGALOW賞 (CA-13) 中村 こゆき AMM Performing Arts 北嶋 宏子

アスアサッテ賞 (CA-2) 山内 こなか HIT'SDanceSpace 加賀 ひとみ

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 振付者
第1位 (CB-10) 笠原 ゐさり バレエプラティーヌ 中田 一史

第2位 (CB-1) 今本 真奈美 HIT'SDanceSpace 加賀 ひとみ

第3位 (CB-15) 平井 里沙 シス・アールバレエスタジオ 本間 紗世

第4位 (CB-13) 田上 萌愛　 シス・アールバレエスタジオ 本間 紗世

第5位 (CB-3) 萩原 恵瑠 KMAバレエスクール 宮内 麻衣子

アスアサッテ賞 (CB-3) 萩原 恵瑠 KMAバレエスクール 宮内 麻衣子

アスアサッテ賞 (CB-4) 冨田 好花 シュウバレエスタジオ 馬場 彩

アスアサッテ賞 (CB-10) 笠原 ゐさり バレエプラティーヌ 中田 一史



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 振付者
第1位 (CS-7) 角田 莉沙 No Affiliation 角田 莉沙

第2位 (CS-3) 野村 王雅 大阪体育大学ダンス部 野村 王雅

第3位 (CS-6) 上田 奈穂 和田朝子舞踊研究所 和田 伊通子

第4位 (CS-4) 楢崎 如乃 Ballet Studio INFINITY 中田 一史

バリアフリー部門 (ジャンル問わず) 
順位 名前 所属スタジオ 振付者
1位 該当者なし

２位

(BF-1) さとう あい No Affiliation さとう あい協賛企業賞
Infinite  

Possibilities 賞

3位 該当者なし



KIDC 2021 スカラーシップ & アドミッション 
KIDC 2021 スカラーシップ & アドミッション ・協賛企業賞

＊ワガノワバレエアカデミーサマースクール（参加許可） 
JA-10 青山 そら / JA-12 黒木 桜 / JA-25 藏重 桃子 / JA-28 夏木 杏凪 / JA-36 永尾 樹里 
JB-8 浦水 レイ / JB-19 木村 紗菜 / JB-24 片平 楓和娃 / JB-33 吉岡 佳漣 / JB-36 萩原 恵瑠 / JB-40 堀田 花音 
JC-14 濱本 紗耶 / JC-15 山田 凜 / JC-17 森木 和胡 / JC-23 石野 愛華 / JC-27 / 梅野 華乃 / JC-33 湯脇 乙葉  
SB-29 河邉 修太 
S-1 松浦 凜香 / S-6 大澤 来巳 / S-7 奥田 理子  

＊ロシア国立ノボシビルスククサマースクール（参加許可） 
JA-20 岩切 もえ / JA-26 脇 凜々花 / JA-29 ギルバート 実紗オリビア / JA-32 野村 美南  
JA-37 青木 まり / JA-38 藤島 ありす / JA-39 東 さくら / JA-45 木尾 紗梨 
JB-1 宮口 和華 / JB-10 伊藤 琳加 / JB-16 田村 奈々 / JB-23 水谷 光里  
JB-25 大久保 花梨 / JB-27 大鶴 あいか / JB-37 冨田 好花 / JB-38 栁本 理乃 
JB-45 角町 玲葵 / JB-47 ニノ方 ゆきの / JB-48 田中 瑞姫 
JC-3 宮辺 花一華 / JC-5 椎葉 のの / JC-6 渡邊 璃子 / JC-7 東すず / JC-12 山内 唯菜  
JC-16 鳥羽 くるみ / JC-20 野妻 夕芽乃 / JC-21 田上 萌愛 
JC-26 達城 伶奈 / JC-30 清水 乃愛 / JC-31 熊崎 はゆら 
MJ-2 吉岡 漣太郎 / MJ-5 毛利 健人 / S-4 奥 遥歌 

＊ルドルフヌレエフ記念ロシア国立ウファバレエ学校正規留学 
JB-8 浦水 レイ/ JB-33 吉岡 佳漣 / JB-40 堀田 花音 
JC-17 森木 和胡 

＊ロシア国立ノボシビルスク正規留学 
JA-25 藏重 桃子 
JB-19 木村 紗菜 / JB-24 片平 楓和娃 / JB-36 萩原 恵瑠 
JC-14 濱本 紗耶 / JC-15 山田 凜  

＊エリソン・バレエサマー・インテンシブ（４週間）および 
または クラシック・バリエーション・インテンシブ（２週間） 
JC-15 山田 凜 

＊JHI Ballet Creative 研修権（韓国） 
S-1 松浦 凜香 



＊アーキタンツ・トレーニング・プログラム スカラシップ 
JB-19 木村 紗菜 / JB-24 片平 楓和娃  
JC-14 濱本 紗耶 / JC-15 山田 凜 / JC-17 森木 和胡 / JC-23 石野 愛華 / JC-26 達城 伶奈 / JC-27 梅野 華乃 
S-1 松浦 凜香 / W-13 長末 春 

＊アーキタンツ・トレーニング・プログラム入学許可 
JB-8 浦水 レイ / JB-11 野末 小雪 / JB-16 田村 奈々 / JB-40 堀田 花音 
JC-7 東 すず / JC-25 福永 利奈 / JC-30 清水 乃愛 / JC-33 湯脇 乙葉  
S-7 奥田 理子 / S-9 坂本 楓恋  
W-11 田尾 安梨奈 / W-12 藤原 加望 / W-4 泉 ふわり 

＊アーキタンツ・トレーニング　サマープログラムなどスカラーシップ（本プログラム受講可能） 
JA-2 岡本 紗佳 / JA-11 石丸 杏菜 / JA-26 脇 凜々花 / JA-28 夏木 杏凪 / JA-29 ギルバート 実紗オリビア 
JA-36 永尾 樹里/ JA-39 東 さくら / JA-45 木尾 紗梨  
SA-54 高橋 寧々 / SB-29 河邉 修太  

＊2021 Seoul International Dance Carnival Vol.5 出場参加費免除 
CA-5 佐藤 美愛  
CB-1 今本 真奈美 / CB-10 笠原 ゐさり  
CS-4 楢崎 如乃  

＊1MILLION DANCE STUDIO(韓国)レッスンチケット10回券 
CB-8 小川 咲子 / CS-3 野村 王雅  

＊エストニア国立タリン・バレエ・スクール入学許可＆学費免除 
S-29 河邉 修太


