
■参加スタジオ (50音順)

スタジオ名 主宰者・指導者 スタジオ名 主宰者・指導者

アーキタンツ・トレーニング・プログラム Michael Shannon、 エトワールバレエスクール 大出 唯、西田 真里亜

キミホ ハルバート、Wieslaw Dudek、 N's Ballet 尾見 奈都子、椙本 園子

菊池 いつか Nバレエ塾 木澤 譲

アートバレエ 小野 由加利 愛媛バレエアカデミー 舟見 玲子

RSバレエスタジオ 大久保 里紗、大久保 沙織、 F Ballet Studio 福本 弘美、福本 浩二

飯野 有夏 M & A 松本バレエスタジオ 青山 啓子、松本 道子、

RBSバレエカンパニー 井関 典子 竹本 玲奈

isバレエ・アカデミア 泉 ポール、下森 瑞、 MACバレエ 森 あづさ

村瀬 亜衣良 エリカバレエスタジオ 中島 エリカ

アイコシーマンバレエスタジオ アイコ シーマン、梶田 久美子、 Angel.K.Ballet 河森 睦生、玄 玲奈

佐々木 梨江 Endo Ballet / エンドウ・バレエ 遠藤 康行、須永 リエ

饗場絵美バレエスタジオ 饗場 絵美 Nバレエアカデミー 齋藤 紀子

愛里バレエスタジオ 阿野 愛里、阿野 香央里 大垣バレエスクール 小山 美登利

Academy of Minato City Ballet 岡脇 柚太加 OC BALLET ACADEMY 岡崎 千容

あかりバレエスタジオ 和田 安佳莉 Ocean Ballet School 中村 優子

Aki Ballet School 髙田 亜紀、佐藤 惟 大寺資ニバレエアカデミー 大寺 資ニ、奥田 寛明

アクリ・堀本バレエアカデミー Massimo Acri、堀本 美和 大伴ちなみバレエ教室 大伴 ちなみ、玄 玲奈

ASAMI INTERNATIONAL STUDIO 浅見 紘子 オオミナオバレエスタジオ 大見 奈央

Asami Ballet Class 岸本 亜沙美 岡田純奈バレエ団 岡田 純奈

アトリエ　ドゥ　バレエ　フェリ 山田 あつこ、庄田 絢香 奥野景子バレエスタジオ 奥野 景子、鈴木 夢生

Avec Coco 福田純子バレエスタジオ 福田 純子、髙原 伸子 OSOZAWA BALLET STUDIO 遅沢 佑介、永井 とも子、

あやこballet studio 陶山 絢子 池上 直子

有明ニューシティーバレエスクール 池端 幹雄、李 賢仙 オデットバレエスタジオ 岡本 望

Allee Ballet Studio しのだ 彩、川村 海生命、 小野佳代子バレエ教室 小野 佳代子、小野 真琴

長島 裕輔 KAR BALLET STUDIO 伊藤 小牧

Aristo BALLET STUDIO 小笠原 一真、高橋 有里、 KAORIバレエスタジオ 川畑 香織

五島 茉佑子、前田 新奈 柏原シティバレエ 岡田 小巻、岡田 兼宜

有馬バレエ 有馬 えり子 金澤志保バレエスタジオ 金澤 志保、田中 すみれ

Alouette Ballet Academy 柴橋 智子、玄 玲奈 金田・こうのバレエアカデミー こうの 恭子、金田 あゆ子

アルモニーバレエ三軒茶屋・用賀 下村 華子 ガリビヤンバレエアカデミー Azat Gharibyan、ガリビヤン 奈帆

Anna Ballet Studio 降旗 杏奈 川上恵子バレエスクール 川上 恵子

Anne Ballerina 笠井 沢子 川口節子バレエ団 川口 節子、松村 一葉

石坂希恵バレエスタジオ 石坂 希恵 岸田真知子バレエスタジオ 岸田 真知子、岸田 しょう子

市ノ木瑠美子Classic Ballet Studio 市ノ木 瑠美子、澤 真吾 岸辺バレエスタジオ 岸辺 光代、キミホ ハルバート

伊藤美智子バレエスタジオ 伊藤 美智子、金森  由里子 北口抄子バレエスタジオ 北口 抄子、徳島 沙綺、坂田 守、

糸尾和栄バレエスタジオ 糸尾 和栄 長谷川 まいこ

稲尾光子バレエスクール 稲尾 光子 京都バレエ専門学校 有馬 えり子

今井結子バレエスタジオ 今井 結子 国立スタジオ・仁紫高麗湖 仁紫 高麗湖

EIKOバレエスタジオ 佐藤 瑛子 KUBOTA BALLET 車田スタジオ 車田 千穂、窪田 弘樹

ABSバレエスクール 三谷 梨央、山井 絵里奈 GRACE BALLET SCHOOL 中山 めぐみ

AKバレエスクール 笠野 綾子、笠野 仁美 蔵本誠子バレエスクール 金子 幸雄、谷口 実香、

ATバレエアカデミー 高橋 宏尚、雨森 景子 大場 知秀子

A BALLET STUDIO 中手 綾乃 GRAND BALLET STUDIO 野口 起代子

ailes.dance.club 岸端 美保 くるみダンスファクトリー 平野 昌子、Keiko Davis

江川バレエスクール 太田 由利、宮崎 樹湖、 クレール・バレエスタジオ 髙村 裕江、吉田 早希、鈴木 竜

文山 絵真 Glänzen Ballet 土井 綾子

ecole・de・HB 徳山 華代 黒木隆江バレエスタジオ 黒木 隆江

Ecole de Ballet Asuka 上田 明香、塚本 真世 K-Grace Ballet 宮井 和子、奥薗 将文

École de Ballet Tio 佐藤 喜子、磯見 源 ケイナカノクラシックバレエアカデミー 中野 敬子、岸端 美保

Ecole de Ballet MU 植村 麻衣子 K-BALLET SCHOOL 本校 熊川 哲也、浅川 紫織、

エコールふたまたがわ 関 清佳 石橋 奨也

S.BALLET.ART 坂 聖子 KK インターナショナル 木村 規予香、冨永 藍音、

Etsuko.BALLET School 山本 悦子、伊東 葉奈 深井 響子

エトワール・バレエスクール 玉川 さつき K.Ballet Classic中田バレエスクール 中田 恵子
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スタジオ名 主宰者・指導者 スタジオ名 主宰者・指導者

小池バレエスタジオ 小池 恵子、渡部 きよみ デパルクバレエスクール 井上 浩二、井上 かおり

古賀理枝バレエスタジオ 古賀 理枝、梅野 公徳、 東條裕子バレエ シアター 東條 裕子

大島 匡史朗 徳江バレエ スタジオ 徳江 景子

co.,co.,エレガンス長谷川千洋バレエ 長谷川 千洋 徳永由貴バレエスクール 徳永 由貴、貝ヶ石 奈美、
スクール

南條 健吾

CoCoN de Ballet.Arts 岸本 繭子、吉川 優美子 鳥取シティバレエ 中川 マリ

KOTOKO Ballet Academy 井上 古都香 TLEUBAEV Ballet School Maylen Tleubaev、

小林絹恵バレエスタジオ 小林 絹恵、鳴海 智沙、向井 章人 トレウバエワ 美奈

古森美智子バレエスタジオ 春日 桃子、春日 遥香 内藤ひろみバレエ研究所 内藤 ひろみ

近藤バレエ研究所 近藤 みちる、向井 くるみ、 菜生バレエスタジオ 中村 菜生

西山 絵美、小㞍 健太 中野まりバレエスタジオ 中野 まり、ヘンリー 徳子、

佐伯茂オープンクラス 佐伯 茂 大嶋 正樹

佐々木美智子バレエスタジオ 佐々木 美智子、杉原 小麻里、 中野由佳子バレエスクール 中野 由佳子、大嶋 正樹

石川 真理子 梨木バレエスタジオ 梨木 里美、遠藤 康行

sAtsuki Ballet 瀬島 五月 Natsuki Ballet Academy 秋山 夏紀

佐藤朱実バレエスクール 佐藤 朱実、田畑 真希 NAHOバレエスタジオ 平 奈保子

佐藤由子バレエスタジオ 佐藤 由子 成瀬ひろみバレエスタジオ 成瀬 ひろみ

C's Ballet Class 菱沼 千尋 にしかじバレエ 西梶 真理子

J.Honda Ballet 本多 実男 Nina Ballet School 大西 仁奈

CHERIE BALLET SCHOOL 春田 琴栄、宮本 咲里 のどかバレエスクール 川口 のどか

CityDance School & Conservatory Lorraine Spiegler、Stanislav Issaev 野間バレエスクール 野間 康子、野間 景

地主薫エコール・ド・バレエ 地主 薫 乃羽バレエスクール 乃羽 ひとみ

シホバレエクラス 奥村 志帆、岡本 壮太、岡崎 隼也 パークサイドバレエスタジオ 堀岡 美香、山井 絵里奈

シムズ バレエ 畠山 慎一、岡部 舞、井向 健二 HAGAバレエアカデミー 芳賀 のぞみ、横山 史歩

Staatlich Bellettschule Berlin Natcheva Viara 萩ゆうこバレエスタジオ 萩 ゆうこ

翔子バレエスタジオ 池上 翔子 白鳥バレエ学園 塚田 たまゑ、塚田 みほり

翔 Ballet Studio 山下 あいこ 畠中三枝バレエ教室 畠中 三枝

John Cranko School Tadeusz Matacz はなやまバレエスクール 花山 知栄子、齋藤 真希

シンフォニーバレエスタジオ 副 智美、浅田 良和、服部 千尋、 Baño Ballet 鷲頭 正子、キミホ ハルバート

木原 浩太 Ballet Academy studio Etoile 奥井 眞名美、山口 梨奈、姚 国興、

スコレーバレエアート 末松 かよ、末松 大輔 大嶋 正樹

鈴木直敏・恵子バレエスクール 鈴木 直敏、鈴木 恵子、遠藤 康行 バレエアトリエ クレア 小松崎 佳子、武石 光嗣

スタジオ アンダンテ バレエ アーツ ロード 庸子、Ville Valkonen バレエ　ヴェリテ 浅利 真紀、中田 亜優

Studio Croix 鈴木 優子、船木 こころ、山本 裕 バレエ･エトワール 清田 公美、清田 カレン、

STUDIO SINCERE 山岸 ゆかり 室尾 由紀子

Studio Dream Art 松川 夏子、上原 なつき バレエ オブ アメリカ 山田 仁美

Studio Blatt 矢野 友葉 Ballet Schatz 槇本 彩子

Studio.Relucent 水崎 るり Ballet school éclat 待山 朋美

Swan International Ballet School 渡辺 真由美、飯田 ベン バレエスタジオAKIKO 一ノ宮 亜希子、牧野 彩季

スワンバレエカンパニー 白方 直美、赤木 佑里恵 バレエスタジオアッサンブレ 山谷 浩子

セェリ・アカデミー・ド・バレエ 大谷 悠子、熊沢 里美 バレエスタジオアムール 長谷川 愛、森 充生

Sena Ballet Sutudio 大塚 世菜 バレエスタジオアンジュ向山陽子バレエ 向山 陽子、中嵜 柚香里

ソウダバレエスクール 宗田 静子、高見 佳、高見 王國 スクール

創美バレエスクール 片岡 常子 Ballet Studio Colors 新納 美加、西田 綾乃

Takako Classical Ballet 渡辺 たかこ、大森 弥子 バレエスタジオ Coeur d'Ange 宮原 由布、和田 紗永子

タカコバレエスタジオ 中西 隆子、中西 諒、本間 紗世 バレエスタジオ・クレシェンド 新井 友里

高橋洋美バレエスタジオ 高橋 洋美、依田 久美子、坂田 守、 バレエスタジオ コンチェルト 東野 泰子、鈴木 竜

長谷川 まいこ Ballet Studio Tiara 野村 光春、野村 真理子

竹内翼バレエスタジオ 竹内 翼、福田 智子 バレエスタジオDUO 田中 洋子

田島和実バレエ・ストゥディオ 田島 和実、嘉本 夕葉 Ballet Studio 22 Classic & Contemporary 有村 佳永、平田 友子

立脇千賀子バレエ研究所 立脇 千賀子、吉岡 かやの Ballet Studio Pied 渡邊 靖子

田中千賀子バレエ団 田中 千賀子、田中 ルリ Ballet Studio forte 佐久間 由佳

田中バレエ・アート 田中 俊行、サイトウ マコト、 Ballet Studio HORIZON 山口 茜、奥村 あゆ子

玄 玲奈 Ballet Studio Myrtle 後藤 晴雄、小出 領子

谷野みき子バレエスクール 谷野 みき子、藤川 雅子 バレエスタジオUNI 東 文昭、東 麻衣子

谷東李加バレエ研究所 谷東 李加 バレエスタジオ ラコント 野尻 龍平

Dance Space 市川 透 バレエスタジオ　ラ・モンテ 三尾 幸子



スタジオ名 主宰者・指導者 スタジオ名 主宰者・指導者

Ballet Studio Lien 福井 ゆい、後藤 和雄、遠藤 康行 みゆきバレエスタジオ 奥田 美由紀

バレエプラティーヌ 佐藤 芳奈、野村 優香、中田 一史 村瀬沢子バレエスクール 春山 澤子、磯村 レイナ

Ballet Brevis 尾之内 亜紀、内村 和真 ムラタダンススタジオ 村田 よしこ

BALLET・LE・COEUR 中平 絢子、賀川 暢、鈴木 竜 メザミバレエスタジオ 坂地 亜美、髙比良 洋

バレリーナスクール 土屋 文乃 森川里美バレエアカデミー 森川 里美

バンクーバーバレエシアター Ember Wills、ウィリス 優子、 森高子バレエ教室 森 高子、森 有菜、奥田 千鶴

小林 啓子 森中牧バレエスタジオ 森中 牧、森中 健智

ヒトミバレエスクール 三好 妃登美 森仲悠子、森中健智バレエアカデミー 森仲 悠子、森中 健智

PureHeartクラシックバレエスタジオ 佐藤 舞 モリヤマシティバレエ やすな みずほ、新井  崇

ひらつかアート・バレエスタジオ 中丸 昭子 山口バレエアカデミー 内冨 陽子、黒木 隆江

ひろせバレエ 広瀬 貴子 山口ゆうこバレエスクール 山口 優子、丸山 陽司

5Angel Shouin Ballet Company 正院 左貴子、Sakiko YARITA YU BALLET STUDIO 鎗田 優、宮内 麻衣子

フクイバレエ団・研究所 林下 幸世 YUKI BALLET 平井 有紀

福谷葉子バレエスタジオ 福谷 葉子、西岡 憲吾、堀川 美和 有紀バレエスタジオ 森田 有紀

藤田真弓バレエ教室 藤田 真弓 ユニティバレエアカデミー 中川 和美

プティバレエスタジオ 野瀬 裕子、丸山 洋司 YUNO BALLET 藤井 由乃、池上 直子

ブランバレエスタジオ 森口 多絵 ユリコバレエスタジオ 田上 由里子

古江バレエスクール 古江 幸江、古江 加歩、鈴木 竜、 YOKOクリエイティブバレエ 吉田 洋子、岸田 あずさ

米田 野々花 横倉明子バレエ教室 横倉 明子、北井 千都代

Flora Ballet 小菅 香織、高瀬 瑤子、 ヨシイバレエ芸術学園 好井 満仁子

Bel Anges Ballet Studio 宇都宮 理恵、杉浦 愛理 YOSHIDA BALLET STUDIO 吉田 和人、吉田 明子

ベルバレエスタジオ 波多野 渚砂、岡本 壮太 吉原バレエ学園 吉原 嘉依子

法村友井バレエ学校 法村 牧緒、法村 珠里、 yoshimura dance center よしむら 礼

坂田 麻由美、岡田 兼宜 ルシアバレエスクール 高須 佑治、大浦 千尋

舞花バレエスタジオ 真鍋 まゆみ、山口 美佳 れい美花Dance Studio れい 美花、水野 多麻紀

MAICOバレエスタジオ 清水 舞子 L'espoir de ballet 南部 真希

Mai Ballet Studio 中澤 舞 ワイダンスカンパニー 針山 祐美、吉元 和彦

前田久美子バレエ 前田 久美子 ワカバレエスタジオ 鈴木 和佳枝、鈴木 彩

Maki Little Ballet Class 橋本 真木 ワクイバレエスクール 涌井 三枝子、脇坂 凪、涌井 舞香、

masako ballet 四位 昌子、本田 真理子 安川 千晶

Masako Ballet Works 上岡 真佐子、福間 沙甫 渡部ブーベルバレエアカデミー Aliaksandr Buber、渡部 美季

真忠久美子バレエスタジオ 真忠 久美子、南沢 朱凛、

堀川 美和

松浦かがりバレエアカデミー 松浦 かがり

松岡えりかバレエクラス 松岡 えりか

松田敏子リラクゼーションバレエ 松田 敏子

松本千明バレエスタジオ 松本 千明

松本真由美バレエスクール 松本 真由美

MAHOバレエスクール 佐々木 麻帆

茉弓バレエクラス 原田 茉弓

MAYA Ballet Studio 中村 麻弥、森 美穂、川合 十夢

MAYUKO BEAUTIFUL BALLET 高野 真由子、東 文昭

マユミキノウチバレエスタジオ 木ノ内 真百美、鹿渡 美樹、

木ノ内 乃々

まゆらバレエスタジオ 三澤 まゆら

Marikoバレエスタジオ 川東 まりこ

茉莉奈バレエスクール 田邉 茉莉奈

Mari Ballet Youth & School 谷田 マリ、島崎 徹

ミーナバレエスクール 松本 奈津子、松本 美奈、改 ベラ

MIOバレエスクール 原田 美緒

みずえバレエスクール 川島 みずえ

三鷹シティバレエスタジオ 平野 玲、武田 明子

緑間バレエスタジオ 緑間 貴子、緑間 玲貴

ミナバレエスクール 原田 実奈

みのりバレエスタジオ 荒金 みのり

MIMIバレエスタジオ 小泉 朝美、小泉 菜摘、吉崎 裕哉

宮崎バレエスタジオ 宮崎 章夫、宮崎 公恵




