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YGP 2023日本予選参加者の皆様へ 
 
この度は、ユース・グランプリ 2023日本予選にご参加いただき、誠にありがとうございます。 
親愛なる日本を再び訪れ、才能あふれるダンサーの皆さんと直にお目にかかれることに、言葉では表せないほど興
奮しています。YGP Japanの審査員一同、日本でまた一堂に会せることをとても楽しみにしています。 
 
こうしてまた実際にこの場に立ち会えることはもちろん、それと同時に、パンデミックを通じて、とても大切なこ
とを学ぶことができたことに感謝したいと思います。それは、どんなに困難な状況であっても、私たちが心を合わ
せて一つになれば、どんなことでも乗り越えていけるということです。私たちがダンスを続け、お互いに支え合っ
ている限り、最も困難な時期も乗り越えることができるのです。 
 
YAGP が日本予選を開催するようになって、今年で 20 周年を迎えました。2002 年当時の日本では、私たちが若
いダンサーのためにスカラシップを提供する初めての欧米のバレエコンクールでした。 
 
そして今シーズンは 19名の審査員と約 1,000名の参加者を迎え、これまでの日本予選史上最大の規模となりまし
た。 
 
これは、日本のダンサーの皆さんが、いかにダンス芸術に情熱を傾け、鍛錬し、芸術性高く献身を続けてきたかの
証です。YAGPファミリーの一員である参加者、その先生方、ご両親、参加スタジオの皆さんに感謝したいと思い
ます。皆様のご参加とダンスへの献身があったからこそ、YAGPは世界最大のバレエコンクールに、そして世界有
数のダンス教育プログラムに成長することができました。 心より御礼申し上げます。 
 
また、株式会社シルビア様には、長きにわたり YAGPをご支援いただき、各部門の上位入賞者に賞金をご提供いた
だきました。この場をお借りしまして、深く感謝申し上げます。  
 
このような厳しい状況下でも、今年も再び関西で開催できることを大変嬉しく思います。YGP 2023日本予選にお
いて、才能ある日本の参加者の皆さんが多くのことを学ばれ、アーティストとしての成長と発展の重要なステップ
となることを願っています。  
 
最後になりましたが、このコンクール開催にあたって、色々とご尽力くださった指導者の先生方、参加者の皆さん、
またそのご家族の皆様、ほか関係者各位に厚く御礼申し上げます。 
 
YAGP芸術監督／共同創設者 
ラリッサ＆ゲナディ･サヴェリエフ 
 
 

ユース・グランプリ (アメリカ)    芸術監督／共同創設者 
ラリッサ・サヴェリエフ    Larissa Saveliev 
 
モスクワのボリショイ・バレエ・アカデミーで学ぶ。ボリショイ・バレエ団のメンバーとして、ロシ
ア国内はもとより、ヨーロッパ、ブラジル、エジプト、日本等の海外公演にて高い評価を得る。数々
のクラシック作品やユーリ・グリゴロビッチ、ジョージ・バランシン、アントニー・チューダー、ア
ニュ・ドゥ・ミルなどによる作品で主要な役を踊る。1995年にアメリカに移ってからは、ロサンゼ
ルス・クラシカル・バレエ、ニュージャージー・バレエ、タルサ・バレエなどで活躍した。1999年
にはプリンセス・グレース・アワードのために振付をする。また、2003年キーロフバレエ団アメリ
カツアーの際には、子供達の作品でキャスティング・ディレクターをつとめた。アメリカ国内のバレ
エ教育に多大な貢献をし、様々な学校で首席教師を務め、クラシックバレエ作品の演出も手がける。 
 

ユース・グランプリ (アメリカ)    芸術監督／共同創設者 
ゲナディ・サヴェリエフ    Gennadi Saveliev 
 
スクール･オブ･アメリカン･バレエ､ボリショイ･バレエ･アカデミーで学び､ピョートル･ペストフ､ス
タンリー･ウィリアムズに師事する｡ボリショイ･バレエ団で踊ったのち､1996 年､ＮＹ国際バレエコ
ンクールで銀メダルを受賞､アメリカン･バレエ･シアターに入団する。16年間に渡る在籍期間中には､
バレエ団とともに､またゲスト･アーティストとして北南米､ヨーロッパ､ロシア､日本で踊った｡また､
“アンヘル･コレーラ＆フレンズ”、“アレクサンドラ･フェリ＆フレンズ”“イーサン･スディフィル＆ス
ターズ”のメンバーとしてもツアーを回った。ユーリ･グリゴロヴィッチ､ラー･ルボヴイッチ､ケヴィ
ン･マッケンジー、ペン･スティーブンソン､ジョン･ノイマイヤー､トワイラ･サープなど様々な振付家
の作品にも出演する｡また､ニナ･アナニアシヴィリ､ディアナ･ヴィシニョーワ､ジュリ一ケント､アレ
クサンドラ･フェリ､スーザン･ジヤフィー､パロマ･ヘレーラなどのパートナーを務め、白鳥の湖､くる
み割り人形､ジゼル､眠れる森の美女､ライモンダ､コッペリア､レ･シルフィード、海賊､ドン･キホーテ
など､数々の作品で主役を踊った｡現在、ABT スタジオ・カンパニーで教え、またゲスト･マスター･
ティーチャーとしてもアメリカのみならず世界中で活躍している。 
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【審査員】 
オスロ国立芸術大学（ノルウェー） 教授、クラシック・バレエ学部長 
ティム・アルマース    Tim Almaas  
 

ロイヤル・スウェーディッシュ・バレエ・スクールで学ぶ。1980年卒業後、ロイヤル・スウェーデン・バレエ
に入団し、1983年ソリストとしてベルリン・ドイツ・オペラ・バレエに移籍。1985年、ロンドン・フェステ
ィバル・バレエ (LFB)に加わり、1987年、ロンドン・シティ・バレエのプリンシパルとなる。翌年、LFB（現
イングリッシュ・ナショナル・バレエ）にプリンシパルとして復帰し、1994-1997年にはフリーとして世界中
で客演する。その後、ピーター・シャウフス・バレエの創設メンバーとなり、プリンシパル、バレエ・マスタ
ーとして活躍。クラシック・ダンサー引退後も、2012 年まで同団でゲスト・アーティストとして踊る。これ
まで 20年以上指導にあたり、ロイヤル・スウェーディッシュ・バレエ、ランベール・ダンス・カンパニー、シ
ティ・バレエ・オブ・ロンドンで教える。ロンドンのセントラル・スクール・オブ・バレエ（2000-2002年）、
ロイヤル・スウェーディッシュ・バレエ・スクール（2002-2013年）の教師を務めたあと、オスロ国立芸術大
学の准教授となる。また、セントラル・スクール・オブ・バレエ、ロイヤル・スウェーディッシュ・バレエ・
スクール、オスロ国立芸術大学で多くの作品を振り付ける。2016 年にクラシック・バレエ学部教授となり、
2019年より現職。 

 
イングリッシュ・ナショナル・バレエ・スクール (イギリス)  一年生男子クラス主任 
マイケル・バーキン    Michael Berkin  
 

英国ロイヤル・バレエ・スクールで学んだ後、ロイヤル・ニュージーランド・バレエ、バレエ・アイルランド、
バーミンガム・ロイヤル・バレエ、ノーザン・バレエで活躍する。現役引退後、英国ロイヤル・バレエ・スクー
ルで指導にあたると同時に、妻キンバリーとともにプロフェッショナル・ダンス・エクスペリエンスを設立し、
様々なクラスや子供の為のバレエシアターの他、バレエ指導者向けの講習などを行う。また、イギリス全土 250
以上のダンス教室へ、バレエ・ワークショップやマスター・クラス開催のために指導者を派遣する指導者チー
ムも運営する。英国ロイヤル・バレエ・スクール、エルムハースト・バレエ・スクール、ノーザン・スクール・
オブ・コンテンポラリーでゲスト・ティーチャーとして指導にあたる。ノーザン・バレエ・アカデミーでは専門
修士課程でも教鞭をとり、またノーザン・バレエのゲスト・バレエ・マスターも務める。2019年より、イング
リッシュ・ナショナル・バレエ・スクールで指導にあたっている。 
 

カンヌ・ムージャン・ロゼラ・ハイタワー国立高等ダンス・センター (フランス) 芸術監督 
パオラ・カンタルポ    Paola Cantalupo  
 

イタリア出身。ミラノ･スカラ座で学ぶ。ローザンヌ国際バレエコンクールでは金賞を、ジャクソン国際コンク
ールでは銅賞を受賞し、モーリス・ベジャール 20世紀バレエ団、ジョン・ノイマイヤーのハンブルク･バレエ
に入団する。1年間ニューヨークでチケッティ、リモン・メソッドを学んだ後、ポルトガル国立バレエにプリン
シパルとして入団、1988年にモンテカルロ･バレエに移る。クラシックのレパートリーはもちろん、数多くの
振付家の作品を踊る。1989年、ハノーファー公妃よりモンテカルロ･バレエのエトワールに任命され、2009年
まで同バレエ団で活躍。モナコ文化勲章シュヴァリエ章を受章する。パリのフランス国立ダンスセンター 
（Pantin） での教師養成コース修了後、現職となる。以来、フランス文化省の要請を受け、地中海地域におけ
るダンス発展のために尽力している。またローザンヌ国際バレエコンクールの芸術委員会の一員であり、ダン
ス医学調査会（ADMR）の副会長も務める。 

 
 
英国ロイヤル・バレエ・スクール (イギリス)  アーティスティック・マネージャー 
ホセ・カラヨル    José Carayol 
 

国費奨学金を得て、スペインの Real Conservatorio Profesional de Danza de Madridで学び、ヴィクトー
ル・ウラテ、カルメン・ロシュ、オーランド・サルガドに師事する。世界中のカンパニーで踊り、クラシック
からコンテンポラリーまで、そのレパートリーは多岐にわたる。ダンサーとしてのキャリアの後半は、教える
ことにフォーカスするようになり、NYで ABTナショナル・トレーニング・カリキュラム・ティーチャーズ・
コースを履修する。卒業後は、ABT® Project Plieプログラムのアソシエイト・ティーチャーとなり、クラシ
ックバレエ芸術への情熱を若い世代に伝えながら、アメリカ国内のダイバーシティ＆インクルージョン（多様
性を重んじ、個々の格差を持たせない教育方法）をサポートすることを目的としたプログラムを実施する。ま
た、ロサンゼルス・バレエ・アカデミーでは、コンサバトリー・プログラムとメンズ・プログラムの教師兼責
任者を務める。その間、南カリフォルニアでプロコースの生徒を育てる環境を整えながら、男子プログラムを
さらに発展させるために重要な役割を果たす。2019年より、シカゴのジョフリー・バレエのスタジオ・カンパ
ニーおよびトレイニー・プログラム主任を務め、2021年より現職となる。 
 

ジョフリー・アカデミー・オブ・ダンス (アメリカ) コンサバトリー&プリ・プロフェッショナル・プログラム 主任 
キャレン・エリス・ウエンツ    Karin Ellis-Wentz 
 

カリフォルニア州サラトガで育つ。ローザンヌ国際コンクールでは二度、セミファイナリストに選ばれ、86年
にはドイツ・ミュンヘンのハインツ・ボスル財団へのスカラシップを得る。87年、アトランタ・バレエに入団
する。88年からは、7年間、オランダ国立バレエに在籍し、グラン・スジェまで昇格する。95年、ボストン・
バレエに移籍する。その後、99年からの 11年間は、アメリカン・バレエ・シアター （ABT） に在籍し、ク
ラシックからコンテンポラリーまで、様々な作品でソリストやプリンシパルの役を踊り、活躍する。また、ABT
の教師養成コースを修了した ABT 公認教師であり、Stottピラティス公認インストラクターの資格も有する。
現役中から NY全域で子供や大人にバレエを教え、ABT引退後は、NYフィルム・アカデミーのミュージカル・
シアター・スクールや ABTサマー・インテンシブ （NY） などで教える。12年にシカゴに移ってからは、シ
カゴ芸術高校のダンス教師となる。13年にジョフリー・バレエ・アカデミーの教師となり、16年 6月より現
職を務める。 
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ヨーロピアン・スクール・オブ・バレエ（オランダ） 創設者／校長 
ジャン・イヴ・エスキュール    Jean-Yves Esquerre 
 

ブリュッセルのムードラで学んだ後、20世紀バレエ団、ハンブルク・バレエ、ネザーランド・ダンス・シアタ
ーで活躍する。1986年、ヌレエフ創設のルーヴル・バレエのバレエマスターとなり、翌年にはモンテカルロ・
バレエの芸術監督となる。また、1993 年以降、ダンサーの怪我の予防や手術後のリハビリのために考案され
た治療目的のダンス・エクササイズ・プログラムを開発。ダンサーが自分の体や心と向き合いながらできるエ
クササイズの指導を行っている。ゲスト教師として各国の有名バレエ団、学校で教え、ローザンヌ国際バレエ
コンクールなど数々の国際バレエコンクールで審査員、審査員長を務める。2007-2010 年、サンフランシス
コ・バレエで様々な任務に就き、2008年には芸術監督補佐となる。2010年以降、カナダ政府の委任を受け、
各バレエ学校で芸術評価を行う他、ベジャール・バレエ・ローザンヌ、ロイヤル・バレエ・スクールなどで色々
な作品の演出を行う。2014-2018年、オランダ国立バレエ学校の芸術監督を務め、国際的な評価を得る。2018
年、ヨーロピアン・スクール・オブ・バレエを創設する。 
 

シンガポール・ダンス・アカデミー（シンガポール） 校長 
キー・ホアン・ハン    Kee Juan Han 
 

シンガポール出身。10歳でトレーニングを始める。オーストラリアン・バレエ・スクール卒業後、シドニー・
ダンス・カンパニーに入団する。移籍後のゴウ・バレエ(カナダ)では、ワガノワ・メソッドの教授法も学ぶ。ま
た、インディアナポリス・バレエ・シアター(プリンシパル)、ボストン・バレエ(ソリスト)でも活躍する。教師
としては、シンガポール・ダンス・シアター、シドニー・ダンス・カンパニー、ボストン・バレエ、ノースキャ
ロライナ・スクール・オブ・ジ・アーツなど様々な国で指導にあたり、アリゾナ・バレエ・スクール(93 年～
03年)、ワシントン・スクール・オブ・バレエ(07年～16年)の校長を務める。YAGP最優秀指導者賞(00年、
15 年)をはじめ、多くの指導者賞を受賞する。また、アメリカン・バレエ・コンペティションの共同創設者で
あり、シンガポール百科辞典にも取り上げられている。教え子には、世界中で活躍するダンサーや国際バレエ
コンクール受賞者が多数おり、デビッド・ホールバーグ(元ボリショイ・バレエ/ABT プリンシパル)もその一人
である。 
 

振付家、マスター・ティーチャー、ネクスト・ジェネレーション・バレエ 常任振付家 
マリア・コンラッド    Maria Konrad 
 

卓越した振付家、指導者であり、その作品はカンザス・シティ・バレエ、フィラデルフィア・バレエ 2、オクラ
ホマ・シティ・バレエ・スタジオ・カンパニー、ナッシュビル・バレエ 2 など多くのバレエ団により上演され
ている。オペラ・タンパでの「真珠採り」「アイーダ」などオペラ作品も手掛け、マリインスキー劇場バレエで
は「マエストロ」を上演する。その他、ネルヴィ・フェスティバル(イタリア)、スポレート・フェスティバル(ア
メリカ)など様々なフェスティバルでも作品を発表する。YAGP2022 インターナショナル・ファイナルのほか、
Young Arts、YAGP、ADCIBCなどで優秀振付賞を受賞する。コロラド・バレエ・スクール、ナッシュビル・バ
レエ、タルサ・バレエ、フィラデルフィア・バレエ、ジョフリー（シカゴ）、ネクスト・ジェネレーション・バ
レエやジャクソン国際バレエコンクールでも講師を務め、YAGP に審査員、指導者として携わるのは 4 期目と
なる。また、現在、ネクスト・ジェネレーション・バレエの常任振付家である。テニスプレーヤーのビーナス・
ウィリアムズによるフィットネス・ブランド「イレブン」でゲスト・インストラクターを務めている。So’Danca
の YouTubeチャンネルでは、「Barre Talk」シリーズのホストとして著名なダンサーとの交流を公開している。 

 
 
オクラム・ダンス・ムーブメント 芸術監督、コンテンポラリー振付家、講師 
マルコ・ラウダニ    Marco Laudani  
 

ダンスカンパニー「オクラム・ダンス・ムーブメント」の芸術監督を務める。2013年、シュッツガルト・バレ
エ ジョン・クランコ・スクールと協力関係を結ぶ。2016年以降、イタリア、ドイツ、アメリカ、アルゼンチ
ン、ハンガリー、スペイン、ポルトガル、スペイン、ポルトガル、スロベニア、トルコ、ギリシャ、フランスな
ど、世界中の劇場や数々の国際フェスティバルで作品を上演する。2017年、CODARTS（ロッテルダム）で開
催されたWicked Weekend COMMAに振付家として招聘される。2019年、Festival Certamen Coreografico 
distrito de Tetuan（マドリッド）では、彼の作品である「AMUNINNI」で最優秀振付家にノミネートされた。
同年、Conservatório Internacional de Ballet e Dança（ポルトガル・レイリア）のアナネラ・サンチェスと
芸術面でコラボレーションを始める。またこの年に政治科学の学位を得る。2021年、ボローニャ市協力のコン
クール dancin'bo world connectionの芸術監督に任命される。2022年よりイタリアのナショナル振付センタ
ー Scenario Pubblicoにてアソシエート・コレオグラファーを務めている。 
 

 
アルバータ・バレエ・スクール（カナダ） トレイニー・プログラム ディレクター 
アラム・マヌキアン    Aram Manukyan 
 

アルメニア振付アカデミーにて、ワガノワ・メソッドを学ぶ。卒業後は、アルメニア国立バレエ、ウクライナ国
立ドネツク歌劇場バレエ、インディアナポリス・バレエ・インターナショナル、シンシナティ・バレエ、サラソ
タ・バレエをはじめ、数々のバレエ団でソリストおよびプリンシパルとして活躍する。また、その指導の才能が
認められ、モスクワのロシア国立舞台芸術大学（GITIS）の奨学生として選出される。マスター・ティーチャー
として多くの名門バレエ学校で指導にあたるほか、YAGP をはじめ数多くの国際バレエコンクールの審査員も
務める。2007年よりアルバータ・バレエ・スクールでバレエ教師を務めるが、プロのダンサーとしての幅広い
経験とマスター・ティーチャーとして世界中で指導にあたってきた経験から、スクールに独自の視点をもたら
している。2014年 7月、アルバータ・バレエⅡ設立に際し、プログラム・ディレクターに任命され、2017年
より現職を務める。 
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モナコ王立プリンセス・グレース・アカデミー（モナコ） 芸術監督 
ルカ・マサラ    Luca Masala 
 

ミラノスカラ座バレエ学校、スクール・オブ・アメリカン・バレエ、モナコ王立グレースバレエ学校で学び、ベ
ルギー王立フランダース・バレエ、ナンシー・バレエ団、ヘッセン州立ヴィースバーデン・バレエ団、バイエル
ン国立バレエを経て、2000年よりトゥールーズ・キャピトル劇場バレエで活躍する。クラシック・バレエのみ
ならず、ネオクラシックバレエ作品でも全ての主要なパートを踊り、スタンリー・ウイリアムス、ウラジミー
ル・ヴァシリエフ、アルヴィン・エイリー、ミハイル・バリシニコフ、ウィリアム・フォーサイス、イリ・キリ
アン、ジョン・ノイマイヤー、モーリス・ベジャールなど、名だたる振付家の作品に多数出演する。その後、バ
レエマスターとして様々な作品の上演に携わる一方、「Sang Mele」「Christs Lament」「The Seven Deadly 
Sinns」「Nougaro」など自身の作品を振り付ける。2009年には、トゥールーズ・キャピトル劇場バレエのナネ
ット・グリシャックによるコッペリア初演の助手を務める。同年、現職に任命される。 
 

シュツットガルト・バレエ ジョン・クランコ・スクール（ドイツ） 校長 
タデウス・マタチ    Tadeusz Matacz 

 
ポーランドのワルシャワで生まれ、ワルシャワの国立バレエアカデミーにてバレエを学ぶ。また同校では、レオ
ニード・ジダーノフのもと、教育法も習得する。1977年、ダンサーとしてワルシャワ大劇場に入団し、また同
時に、ワルシャワ･バレエ･スクールでバレエ教師も務めることとなる。1979年から 1984年までの間、ワルシ
ャワ大劇場でプリンシパル・ダンサーとして活躍する。1984年から 1992年までは、カールスルーエ（ドイツ）
のバーデン･ステート･シアターでソリストとして踊る。そこでは 1988 年から指導にもあたり、1992 年から
1998年まで、バレエマスター、振付家を務める。1990年から 1998年の間には、ゲスト・ティーチャーとし
てフランクフルト・バレエ、トゥールーズ・バレエ、ワルシャワ大劇場で指導に当たり、1997年から 1998年
にはシュツットガルト・バレエでも教える。1999年 1月よりジョン・クランコ・スクールの校長を務め、また
数々の名だたる国際バレエコンクールで審査員を務めている。 

 
インターナショナル・サマースクール 芸術監督（イタリア） 元ベルリン国立バレエ ソリスト 
イレニア・モンタグノリ    Ilenia Montagnoli 
 

2002年よりミラノのカルカーノ劇場で学び、マルガリータ・スミルノワに師事、優秀な成績で卒業する。スポ
レート国際バレエコンクールやリエティ国際ダンス賞を含む主要なコンクールに参加し、常に入賞する。2004
年、ボストン・バレエへ奨学生として留学。2005年、ベルリン国立バレエに入団し、様々なクラシック作品を
踊る。2009年、ヴェローナ音楽祭にプリンシパル・ダンサーとして出演する。また、国際的エトワールである
ジュゼッペ・ピコーネやウラジーミル・シショフ、デニス・ガニオ、グレゴール・アタラらと共演する。2011
年、シーズン最高のイタリア人ダンサーとしてアニタ・ブッキ賞を受賞する。フリーランスとして、世界各国で
開催された数々のガラコンサートにも出演する。メルセデスベンツなどの宣伝にもダンサーとして参加した経
験を持つ。2012年、ベルリン国立バレエに復帰後、2013年セミソリスト、2015年ソリストに昇格。近年、
ミラノのスカラ座教授陣よりダンス教育について指導を受け、フリーランスの教師となる。2019年より YAGP
協力のもとトマーゾ・レンダとともにイタリアで最初のインターナショナル・サマー・スクールを設立する。
2021年の YGP ドイツでは、参加者全員によるグラン・デフィレの指導にあたる。 
 

オーストラリアン・バレエ・スクール（オーストラリア） 校長 
リサ・パヴァ―ン    Lisa Pavane 
 

1978年、オーストラリアン・バレエ・スクールに入学、その後 1981年にオーストラリアン・バレエに入団す
る。1983年にソリストに昇格し、1986年にはプリンシパル・アーティストとなる。また、ボストン・バレエ、
キーロフ・バレエ、バーミンガム・ロイヤル・バレエなど、様々なバレエ団のゲスト・アーティストとしても
活躍し、日本での第 6回および第 7回世界バレエフェスティバルや、ブタペストでのミュンヘン国立オペラ・
バレエの公演にも出演する。1994 年、シニア・プリンシパル・バレリーナとしてイングリッシュ・ナショナ
ル・バレエに入団し、様々な作品を踊る。現役引退後は、イングリッシュ・ナショナル・バレエで働きつつ、
フリーの教師として指導にあたる。2001年オーストラリアに戻り、2007年にクラシック教師として、オース
トラリアン・バレエ・スクールに加わる。その後、様々な役職を経て、2015年より校長を務める。 
 

 
バーゼル劇場バレエ・スクール (スイス)  芸術監督補佐 
フランソワ・プティ    François Petit 
 

フランス・ロワイヤンに生まれ、パリ国立高等音楽・舞踏学校にてアッティリオ・ラビスに師事。卒業時には、
最優秀賞を受賞する。1990 年、ヴァルナ国際バレエコンクール第 1 位、パリコンクールではベストヤングダ
ンサー賞、1991年には大阪コンクールにて特別賞など数々のすばらしい国際的な賞を受賞した経験を持つ。ア
ントワープのロイヤル・バレエ・オブ・フランダースにソリストとして入団。その後、デュッセルドルフのライ
ン・ドイツ・オペラ・ハウスに招かれ、新作シュペルリ版「真夏の夜の夢」で妖精パックを踊り、好評を得る。
その後、チューリッヒ・バレエでプリンシパルとして活躍し、クラッシック作品はもとよりネオ・クラッシック
作品も踊り、45ヵ国以上を公演で訪れる。2001年、チューリッヒ・オペラ・ハウスのジュニア・バレエの責
任者となり、2006年から 2016年までチューリッヒ・オペラ・ハウスのバレエマスターを務める。2016年よ
りバーゼル劇場バレエスクールでクラシック・バレエとパ・ド・ドゥの主任教師となる。現在、ロイヤルバレ
エ、ミラノスカラ座、モンテカルロ・バレエの常任ゲスト・ティーチャーも務めている。2019年より現職とな
る。 
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インターナショナル・サマースクール 芸術監督（イタリア） 元ベルリン国立バレエ ソリスト 
トマーゾ・レンダ    Tomasso Renda 
 

元パルレモ・マッシモ劇場プリンシパルである父の元でバレエを始め、ローマ・ナショナル・アカデミーより
認可を受けたオーリーノ・アンド・ベルトレーム・ダンススクールを卒業。2000年以降、イタリアの主要な劇
場で踊り、数多くの有名な振付家の作品を踊る機会を得て、イタリア全土及び海外のツアーに参加する。様々
なクラシック及びコンテンポラリー作品の重要な役を踊り、ロベルト・ボッレ、アレッサンドラ・フェリ、ホ
セ・カレーニョなど、世界的に有名なダンサーと共演する機会を持つ。2012年、ベルリン国立バレエ入団。ナ
チョ・デュアト、パトリス・バール、イリ・キリアン、アンジュラン・プレルジョカージュ、ヴィクトール・ウ
ラテ、ボリス・エイフマンほか、有名な振付家の作品を踊る。クラシックからコンテンポラリーまでそのレパ
ートリーは多岐にわたり、ソロも踊る。2019 年より YAGP 協力のもとイレニア・モンタグノリとともにイタ
リアで最初のインターナショナル・サマー・スクールを設立する。 
 
 

ベルリン国立バレエ学校（ドイツ） 芸術監督 
マレク・ルーズィツキー    Marek Rózycki 
 

ポーランド出身。ポズナン国立バレエスクールで学び、ポーリッシュ・ダンス・シアター、ブレマー・ダンス・
シアターで踊る。1982年ベルリン・ドイツ・オペラ入団し、のちにファースト・ソリストに昇格。ベルリン国
立バレエでは、ファースト・ソリスト、バレエ・マスター、バレエ教師、振付家として多くの経験を積む。また、
デンマークのピーター・シャウフスのカンパニーで、ファースト・バレエ・マスター及び振付助手を務める。そ
の後、パリ国立ダンスセンターの教育学及び振付研究所で学び、クラシックダンスの教授としての国家資格を
得る。ライン・バレエではゲスト・ティーチャーを務め、ストラスブルクのレジオン国立舞踊学校ではクラシッ
クダンスの教授として指導にあたる。ベルリンに戻り、コーミッシュ・オーパーのベルリン・バレエ・カンパニ
ーで副芸術監督及びファースト・バレエ・マスターを務める。現在は、振付家やゲスト・ティーチャーとしても
精力的に活動し、映画、写真、美術、音楽など、別の芸術分野とのコラボレーションにも意欲的に取り組んでい
る。 
 

 
 

© Johann Sfutta- ebastian 
 

 



YGP 2023 日本予選スタッフ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 

■ YAGP 芸術監督／共同創設者 ラリッサ・サヴェリエフ ゲナディ・サヴェリエフ 
■ YGP JAPAN 事務局   

スカラシップ・チーム ディレクター 川西 晴子  

事務局⾧ 石井 千春  

事務局補佐 吉岡 泰子  

スカラシップ・チーム 中島 美和           ⾧谷川 千帆 川西 恵理          高橋 早紀 
 大岩 詩依             河合 ケネディ 亥子 千聖          南條 健吾 

■ 舞台監督 伊東 昌彦 (M.S.U)  

舞台監督補佐 渡邊 志穂 高木 啓吾  

■ 音響 敷田 秀樹 (ミクサージュ) 林 亜紀子 (ミクサージュ) 

■ ピアニスト 平井 美加 徳岡 あかね 
山本 規子 榎本 真弓 

星 美和 
高橋 理沙 

■ 通訳／アナウンス ⾧田 沙織 椿井 愛実 山本 奈那         太田 紫乃 
 冨川 亜希子     山﨑 南美 村中 智            大久保 沙耶 

 宮田 彩未    松本 鈴香   秋田 有里亜      百合 真梨奈 

■ 写真 スタッフ・テス (株)  

 谷岡 秀昌 松澤 綾子 根本 浩太郎 

 小川 智恵子           渡辺 忍  

■ ビデオ／映像配信 (株) EDITION  

■ ウェブサイト  合同会社 イングルウッド 

■ シニア女性予選審査 協力ダンサー 藤本 佳那子 (ドレスデン国立歌劇バレエ団) 
  前田 紗江 (英国ロイヤルバレエ団) 
  升本 結花 (フィンランド国立バレエ団) 
  中野 里美 (ボストンバレエII) 

  岡野 祐女 (ポーランド国立バレエ団) 

  奥村 彩 (ベルリン国立バレエ団) 

  若林 侑希 (ハンガリー国立バレエ団) 

■ 表紙写真  YGP 2022 日本予選より Photo by STAFF TES 

YGP 2024 日本予選開催日   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

2023年10月16日 (月)～10月22日 (日) 

会場:兵庫県尼崎市 あましんアルカイックホール、アルカイックホール・オクト 
 

Youth America Grand Prix 

日本国内でのお問い合わせ:YGP JAPAN 事務局 

〒107-0062  東京都港区南青山 3-15-9  Minowa  表参道  3F 
メール:info@yagp.jp 

ウェブサイト: https://www.yagp.org/japan/  

Twitter: @YAGP_JAPAN 

 Instagram: @ygpjapan  

Facebook: Youth Grand Prix Japan - YGP Japan 

mailto:info@yagp.jp
http://www.yagp.org/japan/



