
KIDC 2019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 (JB-30) 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 
ガリビヤン 奈帆

第2位 福岡市長賞 (JB-35) 堀田 吉乃 シス・アールバレエスタジオ 吉川 利枝子

第3位 西日本新聞社賞 (JD-3) 柿原 光陽 シス・アールバレエスタジオ 吉川 利枝子

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-9) Helen Jihea Kim No Affiliation Helen Jihea Kim

第2位 福岡市長賞 (CS-8) Choi Jinsol Sookmyung Women's University Choi Jinsol

第3位 西日本新聞社賞 (CS-10) Hee Won Jeon No Affiliation Hee Won Jeon



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-30) 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 

ガリビヤン 奈帆

最優秀指導者賞 アザット ガリビヤン ・ ガリビヤン 奈帆

第2位 (JB-35) 堀田 吉乃 シス・アールバレエスタジオ 吉川 利枝子

第3位 (JB-29) 大和 小莉 ユリコバレエスタジオ 田上 由里子

第4位 (JB-36) 山﨑 菜々子 ダンススタジオCORAZON 中尾 ラーナ

第5位 (JB-2) Ha Hyunah Wonhyo Elementary school Jung Jihye

第6位 (JB-28) 堀田 花音 Masako Ballet 四位 昌子

第7位 (JB-1) 伊藤 クレア 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8位 (JB-39) 菊池 琉花 舞花バレエスタジオ 真鍋 まゆみ

第9位  (JB-16) 宮口 和華 古賀理枝バレエスタジオ 古賀 理枝

第10位 (JB-19) Lee Do Yeo セゾン舞踊学院 Do Eun Jeong

第11位 (JB-8) Kim Sha Ron カンジュロイヤルバレエアカデミー Park Seon Hee

第12位 (JB-12) 〆野 菜子 ルナバレエ 兼子 津紀

第13位 (JB-38) 関 光里 セントラルバレエステージ 川西 真由

第14位 (JB-5) 福居 月姫 yoshimura dance center 礼 よしむら

第15位 (JB-6) Kim A Ri カンジュロイヤルバレエアカデミー Park Seon Hee

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-5) Baek Da Won カンジュ ジンス バレエ スタジオ Kim Jin Ee

最優秀指導者賞 Kim Jin Ee

第2位 (JA-6) 田中 希歩 古賀理枝バレエスタジオ 古賀 理枝

第3位 (JA-3) 渡辺 妃奈乃 Mari Ballet Classe 松永 真理



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-2) 永田 凜々花 Ballet Studio22  

Classic & Contemporary
有村 佳永

最優秀指導者賞 有村 佳永

第2位 (JC-33) 森木 和胡 古賀理枝バレエスタジオ 古賀 理枝 
梅野 公徳

第3位 (JC-26) 樫田 乃愛 K-BALLET SCHOOL 福岡校 吉冨 由見子

第4位 (JC-23) 甘利 栞 建林悠子バレエスタジオ 建林 悠子

第5位 (JC-8) 浦谷 一花 ローズバレエスタジオ 平田 貴義

第6位 (JC-39) 中尾 心杏 S.BALLET.ART 坂 聖子

第7位 (JC-37) 狩俣 羽矢音 R-Ballet 細川 鈴奈

第8位 (JC-32) 崎山 朝海 ダンススタジオCORAZON 古閑森 千絵

第9位 (JC-22) 和田 つばき Ballet Studio22  
Classic & Contemporary

有村 佳永

第10位 (JC-28) 眞田 遥 ゆりこバレエスタジオ 中尾 百合子

第11位 (JC-9) 田原 寧々 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12位 (JC-14) 東 すず Ballet Studio22  
Classic & Contemporary

有村 佳永

第13位 (JC-21) Son Chae Young セゾン舞踊学院 Do Eun Jeong

第14位 (JC-18) 渡邊 璃子 femi ballet school 鈴木 絵美

第15位 (JC-4) 山田 想空 Emiバレエスタジオ 田中 絵美

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-3) 柿原 光陽 シス・アール バレエ スタジオ 吉川 利枝子

最優秀指導者賞 吉川 利枝子

第2位 (JD-9) 石野 愛華 K-BALLET SCHOOL 福岡校 吉冨 由見子

第3位 (JD-14) 狩俣 瑠風 R-Ballet 細川 鈴奈

第4位 (JD-7) 清水 乃愛 Mari Ballet Classe 松永 真理

第5位 (JD-1) 山内 爽 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



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-8) Park Eunbi Korea ballet academy Park Sangchul

最優秀指導者賞 Park Sangchul

第2位 (S-7) Park Sung a No Affiliation Kim Soon Jung

第3位 (S-5) Lee Nayeong Korea ballet academy Park Sangchul

第4位 (S-10) Oh Jihyun Korea ballet academy Park Sangchul

第5位 (S-13) 白井 里紗 芥川瑞枝バレエ研究所 芥川 瑞枝

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

最優秀指導者賞 該当者なし

第2位 (MJ-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 
ガリビヤン 奈帆

第3位 該当者なし

クラシックシニア男子部門 (16歳～)
順位 名前 所属スタジオ 指導者
第1位 該当者なし

最優秀指導者賞 該当者なし

第2位 (MS-1) 大久保 太陽 K-BALLET SCHOOL 福岡校 吉冨 由見子

第3位 (MS-3) Kim il Woo セゾン舞踏学院 Do Eun Jeong



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-19) 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 (SA-13) 旗手 ひなの Mari Ballet Classe 松永 真理

第3位 (SA-20) 渡辺 妃奈乃 Mari Ballet Classe 松永 真理

第4位 (SA-22) 野口 ここみ グランバレエスタジオ 野口 起代子

第5位 (SA-4) 田代 愛 ダンススタジオCORAZON 古閑森 千絵

第6位 (SA-3) 高橋 朔二郎 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 (SA-30) 片山 遙菜 Ocean Ballet School 中村 優子

第8位 (SA-24) 廣渡 春海 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9位 (SA-18) 高橋 彦哉 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 (SA-15) 藤島 ありす 古賀理枝バレエスタジオ 古賀 理枝

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-5) 〆野 菜子 ルナバレエ 兼子 津紀

最優秀指導者賞 兼子 津紀

第2位 (SB-7) 倉智 月彩 ダンススタジオCORAZON 古閑森 千絵  
中尾 ラーナ

第3位 (SB-8) 湯脇 愛塁 ゆりこバレエスタジオ 中尾 百合子

第4位 (SB-3) 小野 楓枝 ゴールドバレエアカデミー 前田 真杜

第5位 (SB-14) 牟田 好花 KyokoBalletClassique 佐藤 恭子

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
シルビア賞 (A-1) 清水 紗耶 Aoi Ballet Academy アオイ イーク

ドナプリマ賞 (A-2) 藤村 美恵 さおりバレエスタジオ 柏木 沙織

有限会社雄覇賞 (A-3) 坂本 絵美 バレエステージフロンティア 中村 瑠璃

株式会社L-LINE賞 (A-4) 山田 明日香 さおりバレエスタジオ 柏木 沙織

グランプランニング賞 (A-5) 高司 靖子 No Affiliation 久保田 智子

チャコット賞 (A-6) 斉藤 まり No Affiliation 古閑森 千絵

株式会社studio.FELIZ賞
(A-7) 松野 恵子 

           竹中 由美子
No Affiliation 古野 薫



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-14) 和田 つばき Ballet Studio22  

Classic & Contemporary
平田 友子

第2位 (CA-12) 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

Frank Van Tongeren

第3位 (CA-13) 東 すず Ballet Studio22  
Classic & Contemporary

平田 友子

第4位 (CA-8) 益野 琴羽 ダンススタジオCORAZON 藤城 道博

第5位 (CA-9) 永田 凜々花 Ballet Studio22  
Classic & Contemporary

永田 凜々花

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-6) 藤本 舞 AMM Performing Arts 北嶋 宏子

第2位 (CB-11) 山本 梨花 バレエ オブ アメリカ 山田 仁美

第3位 (CB-12) 本山 美里 スタジオMJダンススクール 三枝 眞希

第4位  (CB-8) 田中 杏樹 ゆりこバレエスタジオ 染原 令奈

第5位 (CB-4) 中村 摂 dance studio t+ 玉川 智美

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-9) Helen Jihea Kim No Affiliation Helen Jihea Kim

第2位 (CS-8) Choi Jinsol Sookmyung Women's University Choi Jinsol

第3位 (CS-10) Hee Won Jeon No Affiliation Hee Won Jeon

第4位 (CS-6) Lee Nayeong Korea ballet academy Jeong Cheolin

第5位 (CS-17) 荒俣 夏美 Dance Brick Box 二見 一幸

コンテンポラリーアンサンブル部門 (10歳～)
順位 名前 所属スタジオ 振付者
第1位 該当者なし

第2位
(CG-5) 石本 紗 / 西園 彩花 
中向井 幸 / 三沢 莉子 
吉田 詩菜 / 松尾 和音 

ユリコバレエスタジオ 宮内 麻衣子

第3位
(CG-3) 花田 詩子 
             花田 想乃子

さおりバレエスタジオ 
ダンススタジオCORAZON

伊藤 大輔



KIDC 2019 スカラーシップ & アドミッション 
KIDC 2019 スカラーシップ & アドミッション ・協賛企業賞

＊ウィーン国立歌劇場バレエスクール：年間入学許可 
該当者なし 

＊カナダ・ナショナル・バレエ・スクール：サマースクールDVDオーディション参加権 
JB-29 大和 小莉 

＊エリソン・バレエ：サマースクール・入学仮許可 
該当者なし 

＊ゴー・バレエ・アカデミー：サマースクール（参加許可＋フル・スカラシップ） 
MS-1 大久保 太陽 

＊ゴー・バレエ・アカデミー：サマースクール（参加許可＋部分スカラシップ） 
JC-2 永田 凜々花 / JC-33 森木 和胡 

＊ゴー・バレエ・アカデミー：・サマースクール（参加許可） 
JB-2 Ha Hyunah / JB-19 Lee Do Yeo  
JC-8 浦谷 一花 / JC-14 東 すず / JC-22 和田 つばき  
JC-32 崎山 朝海 / JC-37 狩俣 羽矢音 
JD-7 清水 乃愛 / JD-8 吉田 詩菜 / JD-13 山本 梨花 
  
＊グローバル・ダンス・チャレンジ　参加権 
JC-8 浦谷 一花 / JC-14 東 すず / JC-22 和田 つばき 
JC-32 崎山 朝海 / JC-37 狩俣 羽矢音   
MS-1 大久保 太陽  

＊アメリカン・アカデミー・オブ・バレエ　サマースクール 2週間100%スカラシップ 
MJ-1 毛利 健人 

＊アメリカン・アカデミー・オブ・バレエ　サマースクール 2週間50%スカラシップ 
JC-14 東 すず / JC-26 樫田 乃愛  

＊アネット・ロスリ・ダンス・アカデミー：エリート・トレーニング・プログラム 
(1週間スカラシップ) 
JB-2 Ha Hyunah / JB-7 小野 楓枝  
JC-18 渡邊 璃子 / JC-19 月成 恵生 
SB-4 野末 小雪 / SB-5 〆野 菜子 

＊アネット・ロスリ・ダンス・アカデミー：サマースクール（スカラシップ） 
SA-19 永尾 樹里 

＊韓国・スンチョン市立青少年交響楽団の演奏会「くるみわり人形」への出演権 
JB-30 泉 ふわり 

＊舞踊専門誌『dance & people』主催バレエワークショップ（ソウル）：参加費免除権 
MS-1 大久保 太陽 / SA-19 永尾 樹里 

＊漢陽大学：サマースクール 
該当者なし 

＊釡山芸術高等学校：サマースクール 3日間授業料無料 
MJ-1 毛利 健人 / S-1 花田 詩子 / S-4 平井 翠祐  



＊漢城大学校／韓国バレエ協会特別賞 
JD-2 湯脇 乙葉 / JD-12 阿部 果南 / S-12 黒田 万由子 

＊南アフリカCape Academy of the Performing Arts：3ヶ月研修権 
S-5 Lee Nayeong / S-8 Park Eunbi / MS-1 大久保 太陽 

＊ペンシルバニア・バレエ・アカデミーサマー・インテンシブ2019 参加許可 
JB-35 堀田 吉乃 / JB-39 菊池 琉花  
JC-8 浦谷 一花 / JC-11 山内 悠 / JC-39 中尾 心杏   
JD-1山内 爽 / JD-10 後藤 望和 / JD-12 阿部 果南 

＊アルメニア国立バレエ学校：短期参加訪問許可（1年間） 
JD-7 清水 乃愛 

＊アルメニア国立バレエ学校：短期参加訪問許可（２週間） 
JC-2 永田 凜々花 / JC-37 狩俣 羽矢音 / JD-3 柿原 光陽 / MS-1 大久保 太陽 

＊チェコ・ヤナチェック・コンサバトリー：短期入学許可 
JC-22 和田 つばき / JC-26 樫田 乃愛 / JD-8 吉田 詩菜 / MS-1 大久保 太陽 

＊GBICインターナショナルダンスコンペティション (ホテル・参加費免除) 
JB-29 大和 小莉 / MS-1 大久保 太陽 

＊GBICインターナショナルダンスコンペティション (航空券免除) 
JD-3 柿原 光陽 

＊スロベニア・国立マリボール劇場：1週間～10日間研修 
S-7 Park Sung a / S-10 Oh Jihyun 

＊ドイツ・ドルトムントバレエ団：1週間研修 
S-5 Lee Nayeong / S-8 Park Eunbi 

＊韓国国立バレエ団リハーサル見学権 
バレエシューズ・クラシック各部門→1位～5位の受賞者とその指導者 

＊イージービデオ・バレエアプロム賞 
JC-2 永田 凜々花 / JC-22 和田 つばき  

＊株式会社福岡市民ホールサービス特別賞『福岡市民会館 バックステージツアー2019』 
JA-1 旗手 ひなの / JA-2 野口 芽唯 / JA-4 有村 李音 / JA-7 Park Ji Won  
JB-4 福居 瑠南 / JB-9 松原 怜香 / JB-14 倉智 月彩 
JB-24 高橋 蒼和子 / JB-32 栁本 理乃 / JB-34 吉﨑 琉夏  
SA-5 古澤 久瑠実 / SA-7 久米田 美采 / SA-11 田中 聖菜 
SA-14 永野 羽咲 / SA-21 西山 愛唯  
SB-1 田口 藍佳 / SB-2 田口 凛佳 / SB-4 野末 小雪 / SB-9 木谷 紗彩 / SB-16 江島 未羽  

＊ミスアガシ賞 
JB-37 Jung Hae Sun / JC-27 岡村 心由希 / JD-13 山本 梨花 
S-1 花田 詩子 / SA-29 吉田 莉南 / SB-12 今村 敬 

＊ミコルピラティス賞 
JC-24 辻野 莉鈴 / JD-8 吉田 詩菜 / S-4 平井 翠祐 

＊株式会社みんなの体育賞 
MS-4 Li Runda / CS-13 西田 祥子



＊PAS DANCE MOVEMENT CENTER：レッスン参加 100% 
該当者なし 

＊PAS DANCE MOVEMENT CENTER：レッスン参加 50% 
CA-5 川﨑 一乃 / CA-7 倉智 月彩 / CA-12 山内 悠  
CB-6 藤本 舞 / CB-8 田中 杏樹  
CS-1 西山 祐衣 / CS-17 荒俣 夏美 / CS-19 坂元 正代 
CG-3 花田 詩子, 花田 想乃子  
CG-5 石本 紗愛, 西園 彩花, 中向井 幸, 三沢 莉子, 吉田 詩菜, 松尾 和音 

＊2019ソウル・インターナショナル・ダンス・カーニバル：特別ゲスト賞（参加費免除） 
CA-5 川﨑 一乃 / CA-7 倉智 月彩 / CA-12 山内 悠  
CB-6 藤本 舞 / CB-8 田中 杏樹 
CS-1 西山 祐衣 / CS-17 荒俣 夏美 / CS-19 坂元 正代 
CG-3 花田 詩子, 花田 想乃子 
CG-5 石本 紗愛, 西園 彩花, 中向井 幸, 三沢 莉子, 吉田 詩菜, 松尾 和音 

＊ソウル・インターナショナルフェスティバル・インタンク 6日間のワークショップ 50%免除 
CS-13 西田 祥子 

＊ダラス・ブラック・ダンス・シアター：DBDT: ENCORE!インターンシップ 
CS-1 西山 祐衣 / CS-9 Helen Jihea Kim 

＊介護なき讃会：エキシビションパフォーマンス賞 
CB-7 Cortni Prideaux 


