
KIDC 2018年 受賞者一覧  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                               　　　　　＊クラシック部門 : 指導者 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                               　　　　　＊コンテンポラリー部門 : 振付者 

西日本新聞社賞
（西日本新聞社から委託されたプロダンサー 松井英理が、その日一番輝いていた方を選出します。）

名前 所属スタジオ ＊指導者・振付者
コンテンポラリーソロジュニアB部門 

(CB-9) 西村 愛莉 JUMP PERFORMANCE COMPANY 岡田 久美

クラシックシニア女子部門 
(S-10) Kang Yesol yjballet Jung Jihye

クラシックジュニア女子Ｂ部門 
(JB-10) 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

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 (JD-23) 有村 花梨菜 Ballet studio 22  
classic & contemporary 有村 佳永

第2位 福岡市長賞 (JC-25) 梅野 華乃 古賀理枝バレエスタジオ
古賀 理枝 
梅野 公徳

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) Kang Yesol yjballet Jung Jihye

第2位 福岡市長賞 (CS-8) 大西 蘭夢 ソウル大学 師範大学 体育教育科 閔 秀景



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-15) 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-5) 福田 妙光 バレエスタジオ ラ・モンテ 三尾 幸子

第3位 (JB-11) 蒲原 芙美乃 菜生バレエスタジオ 中村 菜生

第4位 (JB-16) 立野 瑠香 菜生バレエスタジオ 中村 菜生

第5位 (JB-10) 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6位 (BJ-17) 野口 ほのみ 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7位 (JB-20) 和田 つばき Ballet Studio22  
Classic & Contemporary

有村 佳永

第8位 (JB-18) 藤田 華 R-Ballet 細川 鈴奈

第9位 (JB-8) 山﨑 菜々子 ダンススタジオCORAZON 中尾 ラーナ 
古閑森 千絵

第10位 (JB-3) 小西 咲来 田中千賀子バレエ団バレエスクール 田中 千賀子 
田中 ルリ

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) Kwon Minji La Aile Ballet Academy Sa Gong-Min

最優秀指導者賞 Sa Gong-Min

第2位 (JA-6) 倉智 月彩 ダンススタジオCORAZON 古閑森 千絵

第3位 (JA-8) 松本 侑夏 古賀理枝バレエスタジオ 古賀 理枝 
梅野 公徳

第4位 (JA-4) 宮口 和華 古賀理枝バレエスタジオ 古賀 理枝

第5位 (JA-10) 入江 琉奈 バレエスタジオ ラ・モンテ 三尾 幸子



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-25) 梅野 華乃 古賀理枝バレエスタジオ 古賀 理枝 

梅野 公徳

最優秀指導者賞 古賀 理枝・梅野 公徳

第2位 (JC-20) 三沢 莉子 ユリコバレエスタジオ 田上 由里子

第3位 (JC-23) Lee Dain yjballet Jung Jihye

第4位 (JC-24) 吉田 詩菜 ユリコバレエスタジオ 田上 由里子

第5位 (JC-21) 石野 愛華 有紀子バレエ 江島 有紀子

第6位 (JC-19) 松下 心葉 ゆりこバレエスタジオ 中尾 百合子

第7位 (JC-10) 眞田 遥 ゆりこバレエスタジオ 中尾 百合子

第8位 (JC-7) 崎山 朝海 ダンススタジオCORAZON 古閑森 千絵

第9位 (JC-28) 古賀 瑛愛 Kyoko Ballet Classique 佐藤 恭子

第10位 (JC-27) 清水 乃愛 Mari Ballet Classe 松永 真理

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-23) 有村 花梨菜 Ballet Studio22  

Classic & Contemporary
有村 佳永

最優秀指導者賞 有村 佳永

第2位 (JD-7) 松浦 凜香 ユリコバレエスタジオ 田上 由里子

第3位 (JD-8) 阿部 果南 R-Ballet 細川 鈴奈

第4位 (JD-21) 新井 茉有 No Affiliation なし

第5位 (JD-25) 森 愛花 加藤由紀子バレエ教室 加藤 由紀子

第6位 (JD-9) 稲葉 希々花 くるみバレエスタジオ 長 幸子

第7位 (JD-5) 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 
森塚 華奈

第8位 (JD-18) 小野 陽子 加藤由紀子バレエ教室 加藤 由紀子

第9位 (JD-20) An Ji Soo KH ballet academy Jee Dayoung

第10位 (JD-24) 清木 花梨 yoshimura dance center  礼 よしむら



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-9) Jia Lim KOREA Ballet Academy Sang Chul Park

最優秀指導者賞 Sang Chul Park

第2位 (S-10) Kang Yesol yjballet Jung Jihye

第3位 (S-2) 金高 摩耶 LuCiA Ballet Dance Studio 吉田 ルツィア

第4位 (S-5) 徳留 さやか FIRST PIECE 安田 有希

第5位 (S-4) 吉井 芽衣 村瀬沢子バレエスクール 春山 澤子 
磯村 レイナ

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 該当者なし

第3位 (MJ-2) 陣内 諒士 JNダンスクラシック 中村 順子

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 該当者なし

第3位 (MS-2) 荒木 涼 田中千賀子バレエ団 田中 千賀子



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-9) 一宮 綾晏 古賀理枝バレエスタジオ 古賀 理枝 

梅野 公徳

最優秀指導者賞 古賀 理枝・梅野 公徳

第2位 (SA-21) 村上 冬一 yoshimura dance center 礼 よしむら

第3位 (SA-25) 倉智 月彩 ダンススタジオCORAZON 古閑森 千絵

第4位 (SA-29) 浦野 真央 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 
森塚 華奈

第5位 (SA-17) 野口 芽唯 ダンススタジオCORAZON 譯林 春美 
中尾 ラーナ

第6位 (SA-22) 湯脇 愛塁 ゆりこバレエスタジオ 中尾 百合子

第7位 (SA-30) 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 
森塚 華奈

第8位 (SA-28) 内野 優 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 
森塚 華奈

第9位 (SA-15) 瀧本 胡衣 Emiバレエスタジオ 田中 絵美

第10位 (SA-8) 平田 淑乃 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 
森塚 華奈

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-10) 山﨑 菜々子 ダンススタジオCORAZON 中尾 ラーナ 

古閑森 千絵

最優秀指導者賞 中尾 ラーナ・古閑森 千絵

第2位 (SB-1) 伊藤 クレア ガリビヤンバレエアカデミースタジオ アザット ガリビヤン 
ガリビヤン 奈帆

第3位 (SB-21) 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 
森塚 華奈

第4位 (SB-14) 今村 敬 ゆりこバレエスタジオ 中尾 百合子

第5位 (SB-8) 益野 琴羽 ダンススタジオCORAZON 古閑森 千絵

第6位 (SB-7) 片峯 慶志朗 古賀理枝バレエスタジオ 古賀 理枝 
梅野 公徳

第7位 (SB-16) 高橋 蒼和子 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 (SB-15) 隅田 千裕 Emiバレエスタジオ 田中 絵美

第9位 (SB-2) 堀 美咲 ガリビヤンバレエアカデミースタジオ アザット ガリビヤン 
ガリビヤン 奈帆

第10位 (SB-17) 川元 咲季 yoshimura dance center 礼 よしむら



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) 藤田 彩華 Emiバレエスタジオ 田中 絵美

(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) 竹中 由美子 No Affiliation 古閑森 千絵

ドナプリマ賞 (A-2) 前田 美樹 Ayumi Ballet 牧野 歩

ミス・アガシ賞 (A-4) 松村 美穂 さおりバレエスタジオ 柏木 沙織

チャコット賞 (A-5) 山田 明日香 さおりバレエスタジオ 柏木 沙織

シルビア賞 (A-7) 齊藤 まり No Affiliation 古閑森 千絵

ウノーラ賞 (A-8) 松野 恵子 No Affiliation 中川 恵里

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-8) 篠崎 さくら Studio Dance＆Dream 平田 百合絵

第2位 (CA-10) 崎山 朝海 ダンススタジオCORAZON 古閑森 千絵

第3位 (CA-2) 益野 琴羽 ダンススタジオCORAZON 蔡 暁強

第4位 (CA-1) 倉智 月彩 ダンススタジオCORAZON 藤城 道博

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-4) Lee Dain yjballet Jung Jihye

第2位 (CB-11) Kim A Young PAS DANCE MOVEMENT CENTER Oh Jaewon

第3位 (CB-6) 山岡 茉緒 Studio Dance＆Dream 平田 百合絵

第4位 (CB-7) 藤本 舞 AMM Performing Arts 北嶋 宏子

第5位 (CB-2) 佐々木 菜月 ダンススタジオCORAZON 藤城 道博



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) Kang Yesol yjballet Jung Jihye

第2位 (CS-8) 大西 蘭夢 ソウル大学 師範大学 体育教育科 閔 秀景

第3位 (CS-6) 西田 祥子 No Affiliation 木原 浩太

第4位 (CS-12) 門 由紀子 No Affiliation 山本 哲生

第5位 (CS-10) 赤井 彩香 No Affiliation 赤井 彩香

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-6) 池田 遥香 
          水田 百香

XPACE 蔡 暁強

第3位
(CG-2)  

松本 里香 / 木曽 帆波 
吉田 安希 / 川口 真央 / 川口 優

Star Class
岩本 暁美 
蔡 暁強

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) 平嶋 萌宇 ガリビアンバレエアカデミー アザット ガリビアン



KIDC 2018 スカラーシップ & アドミッション 
KIDC 2018 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-8 篠崎 さくら / CS-3 磯谷 奏穂 / CS-7 Kang Yesol 
 
＊PAS DANCE MOVEMENT CENTER 50% スカラシップ 
CB-4 Lee Dain / CB-6 山岡 茉緒 / CS-8 大西 蘭夢 
 
＊PAS DANCE MOVEMENT CENTER 100% スカラシップ 
CS-5 大橋 佳奈 
 
＊2018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 
CA-5 野口 ほのみ / CA-8 篠崎 さくら / CA-10 崎山 朝海 
CB-1 花田 想乃子 / CB-9 西村 愛莉 / CB-11 Kim A Young  
CS-7 Kang Yesol / CS-8 大西 蘭夢 / CS-10 赤井 彩香  
CG-6 池田 遥香, 水田 百香 

＊ペリダンス・カペツィオ・センター サーティフィケートプログラム 2,500ドル相当 
CS-7 Kang Yesol  

＊ペリダンス・カペツィオ・センター インテンシブ　セメスター 1,200ドル相当 
CS-6 西田 祥子 
 
＊ペリダンス・カペツィオ・センター ブループリント　サマーインテンシブ 300ドル相当 
CS-10 赤井 彩香 
 
＊ペリダンス・カペツィオ・センター 10クラスチケット 
CA-8 篠崎 さくら / CA-10 崎山 朝海 / CB-7 藤本 舞 / CS-8 大西 蘭夢 

＊Oniin Dance Companyパフォーマンス参加権 
CS-7 Kang Yesol  / CS-12 門 由紀子  
乾 直樹 (ワークショップのみ参加者) / 安心院 かな (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2018 参加許可 
JB-15 バークスアシュリー粋 / JB-16 立野 瑠香 / JB-20 和田 つばき 
JC-7  崎山 朝海 / JC-10 眞田 遥 / JC-19 松下 心葉 / JC-20 三沢 莉子 
JC-21 石野 愛華 / JC-23 Lee Dain / JC-25 梅野 華乃 / JC-29 進藤 蘭 
JD-4 湯脇 乙葉 / JD-15 伊藤 沙也花 / JD-18 小野 陽子  
MJ-2 陣内 諒士 
 
＊RDGPロイヤルダンスグランプリ2018 in 北京（渡航費・参加費は無料） 
JD-23 有村 花梨菜 / CS-6 西田 祥子 
 
＊北京ダンサー・アート・カルチャー・デベロップメント・カンパニー（フル・スカラシップ） 
JA-7 中川 愛 / JA-10 入江 琉奈 
JB-2 Ha Hyunah  / JB-5 福田 妙光 / JB-11 蒲原 芙美乃 
JB-18 藤田 華 / JB-21 山野 環子 
JC-27 清水 乃愛 / JC-28 古賀 瑛愛 
SA-9 一宮 綾晏 
SB-10 山﨑 菜々子 / SB-21 山内 遥 



 
＊アルメニア国立バレエ団 短期研修許可（２週間） 
JD-23 有村 花梨菜 / S-1 花田 詩子 / S-10 Kang Yesol  
 
＊アルメニア国立バレエ学校 短期参加訪問許可（２週間） 
JC-21 石野 愛華 / JD-4 湯脇 乙葉 / JD-5 山内 爽 / JD-18 小野 陽子 

＊チェコ・ヤナチェック・コンサバトリー年間入学許可 
JD-6 佐々木 ちはる / JD-7 松浦 凛香 / JD-8 阿部 果南 
 
＊ウイーン国立歌劇場バレエ学校 年間入学許可 
選考通過者あり(１名)(学校の意思確認中)← 入学許可がおりましたがご本人が辞退されました。 

＊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） 
MJ-2 陣内 諒士 
 
＊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） 
JD-5 山内 爽 / JD-8 阿部 果南 
 
＊ゴー・バレエ・アカデミー・サマースクール（参加許可） 
JC-10 眞田 遥 / JC-24 吉田 詩菜 / JC-26 樽本 朋香 
 
＊エリソン・バレエ サマースクール・スカラシップ 
JD-23 有村 花梨菜 
 
＊アメリカン・アカデミー・オブ・バレエサマースクール2018 100％スカラシップ 
JC-19 松下 心葉 / JD-7 松浦 凛香  
 
＊アメリカン・アカデミー・オブ・バレエ サマースクール2018　50％スカラシップ 
JC-20 三沢 莉子 / JD-25 森 愛花 / MJ-2 陣内 諒士 
S-9 Jia Lim / S-10 Kang Yesol 
 
＊アネット・ロスリ・ダンス・アカデミー サマースクール2018年1月 
JA-7 中川 愛 / JB-15 バークスアシュリー粋    
JC-24 吉田 詩菜 
SA-9 一宮 綾晏 / SA-13 高橋 彦哉 / SB-14 今村 敬 
 
＊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 
JD-5 山内 爽 / JD-21 新井 茉有 
 
＊チェン・バレエ・アカデミー 2週間スカラシップ 
JB-17 野口 ほのみ / JB-20 和田 つばき / JC-25 梅野 華乃 
JD-4 湯脇 乙葉 / JD-10 塩崎 碧 / MJ-2 陣内 諒士 
 
＊韓国国立バレエ団 リハーサル見学権 
各部門１位～５位の受賞者とその指導者 


