
History 2010-2019

公演 コンクール

【2010】 【2010】

　 3.6 　第2回　研修会 　7.4　第23回選抜ジュニア舞踊公演

　クラッシックジュニアⅠ部門　努力賞＝佐藤優菜、川島美紗、工藤莉菜

　10.2 　第8回チャリティー公演 　クラッシックジュニアⅡ部門　優秀賞（第2位）＝湯浅瑠衣

　奨励賞（第4位）＝高橋百恵

         　「シンデレラ」 　努力賞＝服部日南子、岡部清弥

　　　　　　　　　　　　　　　　（プロローグ付き全３幕）

　　　　指揮：福田一雄／演奏：シアターオーケストラトーキョー 　8.17～20　第2回つくば国際バレエコンクール

　JⅡ部門　入賞・スカラシップ（中国国立遼寧バレエ団付属バレエ学校）＝佐藤優菜、工藤莉菜

【2012】 　ローズ賞＝川島美紗

　 4.29　'12バレエコンサート(柏市民文化会館　大ホール) 　JⅢ部門　入賞＝湯浅瑠衣、岡部清弥、石井英絵

　　　　　第１部　「ショピニアーナ」

　　　　　第２部　「ザ★チャレンジ」 【2011】

　　　　　第４部　「白雪姫と森の動物たち」 　5.8　第24回選抜ジュニ舞踊公演

　クラッシックジュニアⅠ部門　優秀賞・名誉会長賞＝佐藤優菜
【2013】 　協会賞＝川島美紗、湯浅瑠衣
    5.26　40周年記念チャリティー公演  （かめありリリオホール） 　クラッシックジュニアⅡ部門　奨励賞（第６位）＝岡部清弥

        　協会賞＝矢内悠聖、水安真凛、服部日南子、石井英絵

　　　    【マチネーの部】

　　　　　　弥生 　5.9～10　第1回全国鎌倉バレエコンクール

　　　　　　レ・パティヌール 　第2ブロック　努力賞＝湯浅瑠衣

　　　　　　白雪姫と森の動物たち 　第3ブロック　努力賞＝川島美紗

　8.16～19　第2回横須賀国際バレエコンクール

          【ソワレの部】 　ジュニアA部門　努力賞＝湯浅瑠衣、石井英絵

            ドン・キホーテ

　　　　　　未完成 　12.27～28　Hearts＆Mindsバレエコンクールin　MAIHAMA2011

　　　　　　フックトオンメドレー 　芸術賞・村山賞＝五十嵐真弓

　芸術賞　＝礒部真友香

    11.17  第39回現代バレエ合同公演 　感性賞　＝佐藤優菜、石井葉月

　技術賞　＝川島美紗

               出演作品 : 「シルヴィア」 　技術賞　＝石井英絵、小田瑚珠、梅沢苺

 　将来性賞＝内山莉那、下田海琳

    11.24　(公社)日本バレエ協会関東支部千葉地区 　表現力賞＝寺嶋あゆみ、湯浅瑠衣、川上奈々、田島春音

                30周年記念公演 「白鳥の湖全幕」 　音楽性賞＝土屋波奈

                五十嵐真弓、石井英絵   出演 　奨励賞　＝岩渕瑠美子、石川花音、菅澤彩花

　努力賞　＝相原華、仙田英子、佐久間未蘭、石田愛夏、松尾帆乃夏、新田瑶、矢内悠聖、
【2014】 　黒澤朱音、佐久間萌音、諸星風羽、松村香凛、矢内萌々花、小峯紗知

　≪スカラシップ≫

    11.3   第40回現代バレエ合同公演 　　川島美紗

　　Radford University summer intensive scholarship　入学許可

               出演作品 : 「ガヤーネ」

【2012】
【2014】 　7.1　第29回選抜新人・第25回選抜ジュニア舞踊公演

　クラッシックジュニアⅠ部門　協会賞 ＝矢内悠聖

    12.21   クリスマス バレエ コンサート(かめありリリオホール） 　クラッシックジュニアⅡ部門　奨励賞(第６位)＝石井英絵

　　　　　　　　　　　　　 　 協会賞＝菅澤彩花、礒部真友香 、土屋波奈

　　　    【マチネーの部】 　クラッシック新人部門　協会賞＝佐藤優菜、川島美紗
　　　　　　バレエ組曲

　　　　　　バレリーナを夢見て 　12.28　Hearts＆Mindsバレエコンクールin　MAIHAMA2012
　　　　　　白雪姫 　芸術性賞＝横田もも

　感性賞　＝石井英絵
          【ソワレの部】 　技術賞　＝下田海琳

　　　　　　ガヤーネ 　音楽性賞＝佐藤優菜、内山莉那、小田瑚珠

　　　　　　バレエコンサート 　表現力賞＝石井葉月、金剛寺里音加、小峯紗知

　　　　　　ディズニーメドレー 　容姿賞　＝田島春音、鈴木美紫桜

　将来性賞＝川上奈々、工藤芽依、土屋波奈、前田晴音

　奨励賞　＝矢内萌々花、諸星風羽、梅沢苺

　努力賞　＝佐久間未蘭、石田愛夏、諸星天羽、磯部真友香、下田愛鈴那、根本彩羽

　≪スカラシップ≫

　キーロフアカデミーバレエ　サマーセッション入学許可

　石井　英絵

　ラドフォード大学バレエ科　サマーインテンシブ入学許可

　佐藤優菜、川上奈々、石井英絵

【2013】

 3.25　第3回全国鎌倉バレエコンクール

  第2ブロック 敢闘賞＝石井英絵

【2014】

  3.28 Hearts＆Mindsバレエコンクールin　MAIHAMA2014 

  技術賞　＝内山莉那

  音楽性賞＝佐藤優菜

  表現力賞＝根本彩羽、須貝くるみ、石井葉月、石井英絵  

  容姿賞　＝横田もも

  将来性賞＝小峯紗知、小田瑚珠、田島春音、川上奈々、山本彩彗乃

  奨励賞　＝前田はるね、礒部真友香、川上真由、工藤芽依

  努力賞　＝仙田英子、石川花音、岡部清弥、矢内萌々花、金剛寺里音加、梅沢苺

　≪スカラシップ≫

  佐藤優菜

  Division of Dance, Radford University Summer Intensive Program 　入学許可

  Laguna Ballet Summer Intensive  入学許可

  石井英絵

  International Ballet Center of Columbia Classical Ballet 　入学許可

  Laguna Ballet Summer Intensive  入学許可

　小田瑚珠

　Workshop in Berlin　ワークショップ参加権　

  4.1～5　第4回全国鎌倉バレエコンクール 
  第5ブロック 入選＝佐藤優菜 　第3ブロック 準入選＝石井英絵 

  6.29　第31回選抜新人・第27回選抜ジュニア舞踊公演
　ジュニアⅡ部門　奨励賞＝小田瑚珠
　　　　　　　　　協会賞＝礒部真友香、川上真由
　ジュニアⅠ部門　優秀賞＝内山莉那
　　　　　　　　　協会賞＝石井英絵

ティアンヌ　マリオ　バレエ

2 2016/4/24



History 2010-2019

公演 コンクール

【2015】
【2015】

　　12.6　　第23回合同公演Ballet Collection in ちば   1.5　第5回全国鎌倉バレエコンクール 
　　　　　　(公社)日本バレエ協会関東支部千葉地区主催 　優秀賞＝石井英恵、内山　莉那

　　12.26　　第41回現代バレエ合同公演 　3.31 Hearts＆Mindsバレエコンクールin　MAIHAMA2015
　指導者賞＝ぬのめ さち先生

               出演作品 : 「ガヤーネ」 　技術賞　＝前田 晴音
　感性賞  ＝佐藤 優菜
  表現力賞＝石井 英絵
  容姿賞  ＝内山 莉那、小田 瑚珠
  将来性賞＝金剛寺 里音加、梅沢 苺、原田 果凛
  奨励賞  ＝工藤 芽依、石井 葉月、田島 春音、磯部 真友香 
《スカラシップ受賞》
  Viena Opera Ballet Academy（ウィーン王立歌劇場） 
　内山 莉那　入学許可
　Division of Dance, Radford University Summer Intensive
　小田 瑚珠 、内山 莉那、石井 英絵、佐藤 優菜
　ミシガン　バレエ　アカデミー 
　石井 英絵　入学許可
　Bolshoi　Ballet　VTR審査 
  小田 瑚珠、石井 英絵
　Bolshoi　Ballet 
　金剛寺 里音加、佐藤 優菜
　Laguna Ballet Summer Intensive　入学許可 
　金剛寺 里音加　入学許可、小田 瑚珠　ワークショップ参加権  
　内山 莉那　参加権、石井 英絵　入学許可、佐藤 優菜　入学許可 
《海外ワークショップ参加権》 
　International ballet workshop in Berlin　入学許可 
　金剛寺 里音加、小田 瑚珠、内山 莉那、石井 英絵

 6.14　第32回選抜新人・第28回選抜ジュニア舞踊公演
　ジュニアⅡ部門　協会賞＝前田　晴音
　ジュニアⅠ部門　奨励賞＝石井 英絵
　　　　　　　　　協会賞＝内山 莉那、石井 葉月、小田 瑚珠 

【2016】
 3.23　第6回全国鎌倉バレエコンクール 
　入選＝石井英恵、内山　莉那

 3.29 Hearts＆Mindsバレエコンクールin　MAIHAMA2016
  指導者賞 (副賞：衣裳のABT賞) ＝ ぬのめさち
　芸術性賞Artistic Prize（副賞:シルビア賞）＝佐藤 未旺
　感性賞Sensibility Prize（副賞:テス賞）＝石井 英絵
　技術賞Technique Prize（副賞:東京會舘賞）＝原田 果凛
　音楽性賞Musical sensitivity Prize(副賞:サトウ製薬賞)＝武部 明依、横田 もも、内山 莉那
　表現力賞Presentation Prize（副賞:東天紅賞）＝金田 小桃、礒部 真友香
　容姿賞Posture Prize＝永井 双葉、前田 晴音、石井 葉月
　将来性賞Potentiality Prize＝工藤 実央、水谷 青樹
《スカラシップ受賞》
　Viena Opera Ballet Academy（ウィーン王立歌劇場）
　内山 莉那、石井 英絵
　Division of Dance,Radford University summer intensive
　内山 莉那、石井 英絵、礒部 真友香、石井 葉月
《海外ワークショップシード権》
　Bolishoi　Ballet Academy
　前田 晴音、横田 もも、礒部 真友香、石井 葉月、内山 莉那、石井 英絵
　International ballet workshop in Berlin
　礒部 真友香、内山 莉那、石井 英絵
　International summer intensive in USA
　武部 明依、横田 もも、水谷 青樹、礒部 真友香、石井 葉月、内山 莉那、石井 英絵
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