
KIDC 2020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 (JA-9) 庄山 綾乃 須貝りさクラシックバレエスタジオ 須貝 りさ

第2位 福岡市長賞 (JB-28)バークスアシュリー粋 菜生バレエスタジオ 中村 菜生

第3位 西日本新聞社賞 (JB-29) 立野 瑠香 菜生バレエスタジオ 中村 菜生

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-11) 栗 朱音 No Affiliation 栗 朱音

第2位 福岡市長賞 (CB-14) 三分一 しをり インターナショナル・バレエ・アカデミー 二瓶 野枝

第3位 西日本新聞社賞 (CB-18) 藤本 舞 AMM Performing Arts 北嶋 宏子



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-9) 庄山 綾乃 須貝りさクラシックバレエスタジオ 須貝 りさ

最優秀指導者賞 須貝 りさ

第2位 (JA-30) 松野 果歩 Ballet Schats 槇本 彩子

第3位 (JA-13) 永尾 樹里 ゆりこバレエスタジオ 中尾 百合子

第4位 (JA-31) 野末 小雪 Ayumi Ballet 牧野 歩

第5位 (JA-45) 福居 月姫 yoshimura dance center 礼 よしむら

第6位 (JA-44) 山地 詠菜 アトリエミンストレル 野村 朋子

第7位 (JA-33) 大塚 智怜 菜生バレエスタジオ 中村 菜生

第8位 (JA-16) 東 さくら Ballet studio22  
classic&contemporary

有村 佳永

第9位 (JA-14) 大野 琴乃 菜生バレエスタジオ 中村 菜生

第10位 (JA-37) 田村 奈々 小川バレエアカデミーフクオカ 小川 ともこ

第11位 (JA-5) 濵田 暖華 HASHIKAWAバレエスタジオ 橋川 洋子

第12位 (JA-24) 小山 杏 ムーサ バレエ スクール 谷口 賢馬 
佐々木 ルミ

第13位 (JA-39) 花田 美陽 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14位 (JA-2) 岩切 もえ KMAバレエスクール 岩井 佐代

第15位 (JA-7) 原 梨花 Ballet Schatz 槇本 彩子



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-28) バークスアシュリー粋 菜生バレエスタジオ 中村 菜生

最優秀指導者賞 中村 菜生

第2位 (JB-29) 立野 瑠香 菜生バレエスタジオ 中村 菜生

第3位 (JB-19) 大和 小莉 ユリコバレエスタジオ 田上 由里子

第4位 (JB-53) 永田 凜々花 Ballet studio22  
classic&contemporary

有村 佳永

第5位 (JB-38) 和田 つばき Ballet studio22  
classic&contemporary

有村 佳永

第6位 (JB-39) 福田 優音 黒木隆江バレエスタジオ 黒木 隆江

第7位 (JB-45) 東 すず Ballet studio22  
classic&contemporary

有村 佳永

第8位 (JB-2) 相澤 瑠奈 須貝りさクラシックバレエスタジオ 須貝 りさ

第9位 (JB-9) 堀田 吉乃 シス・アールバレエスタジオ 吉川 利枝子

第10位 (JB-13)  檜垣 七都 Ballet Schatz 槇本 彩子

第11位 (JB-46) 山口 美織 Ballet Studio Réve 川田 しのぶ

第12位 (JB-20) 堀田 花音 Masako Ballet 四位 昌子 
本田 真理子

第13位 (JB-22) 蔵元 里菜 竹内翼バレエスタジオ 竹内 翼

第14位 (JB-11) 萩原 恵瑠 KMAバレエスクール 岩井 佐代

第15位 (JB-10) 吉﨑 琉夏 COCO Ballet Academy 井上 古都香



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-28) 大塚 優希 須貝りさクラシックバレエスタジオ 須貝 りさ

最優秀指導者賞 須貝 りさ

第2位 (JC-25) 石丸 智織 RBSバレエカンパニー 井関 典子

第3位 (JC-11) 石野 愛華 K-BALLET SCHOOL福岡校 吉冨 由見子

第4位 (JC-1) 筒井 紫音 ユリコバレエスタジオ 田上 由里子

第5位 (JC-3) 白竹 史佳 彩バレエスタジオ 安井 彩子

第6位 (JC-7) 山﨑 せれな K-BALLET SCHOOL福岡校 吉冨 由見子

第7位 (JC-12) 荒谷 優和 ユキバレエスタジオ 吉川 由貴

第8位 (JC-26) 湯脇 乙葉 ゆりこバレエスタジオ 中尾 百合子

第9位 (JC-5) 柴田 みう Ballet Schatz 槇本 彩子

第10位 (JC-9) 田上 萌愛 シス・アールバレエスタジオ 吉川 利枝子

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 (MJ-1) 水沼 翔輝 Bright Ballet Studio 小濱 千亜輝

最優秀指導者賞 小濱 千亜輝

第2位 (MJ-4) 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

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-18) 後藤 安結 ビジュー・バレエ コンチェルト 窪田 玲子

最優秀指導者賞 窪田 玲子

第2位 (S-4) 世利 万葉 田中千賀子バレエ団 田中 千賀子

第3位 (S-8) 長末 春 YokoKurataBalletStudio 倉田 陽子

第4位 (S-9) 武井 結乃 LuCiA Ballet Dance Studio 吉田 ルツィア

第5位 (S-21) 白井 里紗 芥川瑞枝バレエ研究所 芥川 瑞枝



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-40) 石丸 杏菜 タカコバレエスタジオ 中西 隆子

最優秀指導者賞 中西 隆子

第2位 (SA-46) 今井 飛雄吾 彩バレエスタジオ 安井 彩子

第3位 (SA-47) 猪柘 心葉 Grace Ballet School 中山 めぐみ

第4位 (SA-44) 油利 桃佳 OC BALLET ACADEMY 岡崎 千容

第5位 (SA-23) コスタコフ ジュリア 山ロバレエアカデミー 
黒木隆江バレエスタジオ

内冨 陽子 
黒木 隆江

第6位 (SA-48) 田代 愛 ダンススタジオCORAZON 古閑森 千絵

第7位 (SA-32) 青池 花 aki BALLET STUDIO 宮本 亜季

第8位 (SA-9) 常田 結愛 Emiバレエスタジオ 田中 絵美

第9位 (SA-42) 黒木 桜 Grace Ballet School 中山 めぐみ

第10位 (SA-20) 髙尾 真理奈 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

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-23) 木村 紗菜 Grace Ballet School 中山 めぐみ

最優秀指導者賞 中山 めぐみ

第2位  (SB-17) 井上 菜々子 Grace Ballet School 中山 めぐみ

第3位 (SB-8) 藏重 桃子 Grace Ballet School 中山 めぐみ

第4位 (SB-21) 野末 小雪 Ayumi Ballet 牧野 歩

第5位 (SB-24) 小野 楓枝 N.BALLET STUDIO 仲町 優香

第6位 (SB-12) 大東 佑衣奈 Grace Ballet School 中山 めぐみ

第7位 (SB-19) 湯脇 愛塁 ゆりこバレエスタジオ 中尾 百合子

第8位 (SB-3) 國部 真以 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 (SB-22) 奈須 楓 Grace Ballet School 中山 めぐみ

第10位 (SB-1) 中島田 望礼 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



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-11) 栗 朱音 No Affiliation 栗 朱音

第2位 (CS-13) 前田 安菜 No Affiliation 稲田 秀典

第3位 (CS-2) 北川 すみれ AMM Performing Arts 北嶋 宏子

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-14) 三分一 しをり インターナショナル・バレエ・アカデミー 二瓶 野枝

第2位 (CB-18) 藤本 舞 AMM Performing Arts 北嶋 宏子

第3位 (CB-12) 田上 萌愛 シス・アールバレエスタジオ 本間 紗世

第4位  (CB-8) 東 すず Ballet studio22 
classic&contemporary 平田 友子

第5位 (CB-15) 波多野 桜 バレエスタジオランジュ 梶谷 拓郎

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-5) 堀田 吉乃 シス・アールバレエスタジオ 本間 紗世

第2位 (CA-6) 萩原 恵瑠 KMAバレエスクール 宮内 麻衣子

第3位 (CA-1) 石丸 杏菜 タカコバレエスタジオ 本間 紗世

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
マーティ賞　 (A-3) 木戸 富美子 Bloom ballet 久保田 智子

有限会社雄覇賞　
(A-4) 副島 久恵 Bloom ballet 久保田 智子

(A-8) 齊藤 まり No Affiliation 古閑森 千絵

株式会社エース・マーチャンダイズ賞　 (A-5) 迫 有香 No Affiliation 古閑森 千絵

株式会社L-LINE賞　 (A-7) 竹中 由美子 No Affiliation 古野 薫

棄権者 A-1, A-2, A-6, A-9



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) 金森 明純 スタジオプルミエール 藤森 志穂

Infinite  
Possibilities 賞

(BF-2) 坂本 梨々花 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

Infinite  
Possibilities 賞

(BF-3) 平嶋 萌宇 
         平嶋 沙帆

ガリビヤンバレエアカデミー アザット ガリビヤン

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
(CG-2) 萩原 恵瑠/前村 由涼 

中道 花/古閑 美音 
鶴田 萌子/松村 結乃

KMAバレエスクール
宮内 麻衣子 
Cristina Bucci

第2位
(CG-4)西山 祐衣/湯脇 乙葉 
今村 あいり/松下 心葉 
重田 幸乃/眞田 遥

ゆりこバレエスタジオ 伊藤 大輔

第3位 該当者なし



KIDC 2020 スカラーシップ & アドミッション 
KIDC 2020 スカラーシップ & アドミッション ・協賛企業賞

＊カナダ・ナショナル・バレエ・スクール: サマースクール・オーディション・参加資格 
該当者なし 

＊カナダ・ロイヤル・ウィニペグ・バレエ・スクール：サマーセッション 2020参加費免除 
JB-38 和田 つばき / JB-53 永田 凜々花 

＊エリソン・バレエ：サマースクール・スカラシップ 
S-4 世利 万葉 

＊JHI Ballet Creative 研修権 
該当者なし 

＊エストニア国立タリン・バレエ・スクール入学許可 
該当者なし 

＊エストニア国立バレエ団研修権 
確認中 

＊Metamorphosis ダンスカンパニーにアーティスト・イン・レジデンスとして参加する権利 
該当者なし 

＊Metamorphosis ダンスカンパニーに研修生として参加する権利 
該当者なし 

＊メタモルフォーシス・ダンス・インターナショナル・レジデンシープログラム参加権 
該当者なし 

＊2020韓国国際バレエコンペティション ビデオ事前審査免除権 
該当者なし 

＊Korea Ballet Association KBA Youth Ballet Festivalグループ作品招待 参加費免除 
該当者なし 

＊漢城大学 サマー・バレエ・ワークショップ 
MJ-1 水沼 翔輝 / S-4 世利 万葉 

＊2020 Seoul International Dance Carnival Vol.4 出場参加費免除 
CA-4 益野 琴羽 / CA-5 堀田 吉乃  
CB-7 平石 結子 / CB-15 波多野 桜 / CB-16 プライドウ コートニー / CB-17 石丸 智織  
CS-11 栗 朱音 
CG-2 萩原 恵瑠, 前村 由涼, 中道 花, 古閑 美音, 鶴田 萌子, 松村 結乃  
CG-3 花田 想乃子, 花田 詩子 

＊2020 Seoul International Dance Carnival Vol.4 エキシビション出演 
該当者なし 

＊2020 Seoul International Dance Carnival Vol.4: ワークショップ参加費免除 
CB-16 プライドウ コートニー / CG-3 花田 想乃子, 花田 詩子 



＊ヒューストン・バレエ・アカデミー 1週間スカラーシップ 
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(授業料免除。渡航費、滞在費などは自己負担)) 
MJ-1 水沼 翔輝 

＊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） 
JB-46 山口 美織 / W-16 泉 ふわり(ワークショップのみ参加者) 

＊ゴー・バレエ・アカデミー：・サマースクール（参加許可） 
該当者なし 

＊ドイツ・ドルトムントバレエ団：1週間研修 
S-4 世利 万葉 / S-18 後藤 安結 

＊スロベニア・国立マリボール劇場：1週間～10日間研修 
該当者なし 

＊山海塾 蟬丸 夏期合宿ワークショップスカラシップ 
CS-2 北川 すみれ 

＊アネット・ロスリ・ダンス・アカデミー サマースクール・スカラーシップ 
W-24 田尾 安梨奈 (ワークショップのみ参加者) 

＊アネット・ロスリ・ダンス・アカデミー 1週間スカラーシップ 
JA-35 下高 雅 / MJ-1 水沼 翔輝 / S-4 世利 万葉 
SA-46 今井 飛雄吾 / W-16 泉 ふわり (ワークショップのみ参加者) 

＊ペンシルバニア・バレエ・アカデミーサマー・インテンシブ2020 参加許可 
JA-26 橘 美乃 / JA-30 松野 果歩 / JA-35 下高 雅 
JB-46 山口 美織 / JC-3 白竹 史佳 / JC-11 石野 愛華 
MJ-1 水沼 翔輝 / S-1 村上 郁 
(次点) JA-28 倉智 月彩 / JA-31 野末 小雪 
　　　JB-13 檜垣 七都 

＊アルメニア国立バレエ団：研修参加 
W-24 田尾 安梨奈 (ワークショップのみ参加者) 

＊アルメニア国立バレエ学校：短期参加訪問許可 
JB-19 大和 小莉 / JB-38 和田 つばき / JB-53 永田 凜々花 

＊チェコ・ヤナチェック・コンサバトリー：短期入学許可 
JB-38 和田 つばき / JB-45 東 すず / JB-53 永田 凜々花 

＊アーキタンツ・トレーニング・プログラム（全額スカラシップ） 
MJ-4 毛利 健人 
 
＊アーキタンツ・トレーニング・プログラム（半額スカラシップ） 
JB-38 和田 つばき / JB-45 東 すず / JB-46 山口 美織 / JB-53 永田 凜々花 
W24 田尾 安梨奈 (ワークショップのみ参加者) 



＊近藤美緒審査員特別賞 
マーティ主催ジュニアワークショップ参加権 100％スカラシップ 近藤美緒先生が選んだ2名の方に贈呈 
W-10 川邉 修太 (ワークショップのみ参加者) / W-16 泉 ふわり (ワークショップのみ参加者) 

＊バレエアプロム/イージービデオ企画賞 
JB-19 大和 小莉 / JB-29 立野 瑠香 

＊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2020』 
JA-18 松本 歩姫 / JA-21 宮口 和華  
JA-26 橘 美乃  / JA-28 倉智 月彩 / JA-35 下高 雅 
JB-3 達城 侑奈 / JB-14 栁本 理乃  
JB-21 徳毛 優美  / JB-41 渡邊 璃子  / JB-47 森 真梨子 
SA-11 中園 さくら / SA-15 古田 藍理 / SA-37 大村 粋 
SA-39 橋爪 彩季 / SA-45 伊藤 心春  
SB-2 尾渡 朱莉 / SB-5 清水 夕楽 / SB-14 井上 紗那  
SB-16 永野 羽咲 / SB-18 倉橋 由衣 

＊バレエジャポン賞(TV出演権／バレエちゃんグッズ) 
SA-38 古澤 久瑠実 / SB-9 廣渡 春海 

＊シルバー青春ダンス甲子園『介護なき讃会』エキシビションパフォーマンス賞 
CG-3 花田 想乃子, 花田 詩子 / (次点) CA-6 萩原 恵瑠 

＊ミコルピラティス賞 
JB-51 山内 悠 / SA-34 坂本 恭野 / SB-10 野村 美南 


