
ユースアメリカグランプリ (YAGP) 2021日本予選

10月21日(水)～25日(日) 各部門参加者

＊10月21日(水) アンサンブル部門 バーチャル審査、 10月24日(土)、25日(日) クラシック部門 決選

■コンテンポラリー部門 プリコンペティティブ (9～11歳)

No. 年齢 出身地 作品名 振付 スタジオ名

012 原 明日香 9 神奈川県 白い雲 鈴木  竜 BALLET・LE・COEUR

019 大伴 日花里 10 滋賀県 Maestra 玄 玲奈 大伴ちなみバレエ教室

039 藤田 ゆい 10 大阪府 Beat 山田 仁美 バレエ　オブ　アメリカ

049 永井 咲良 10 愛知県 Freedom from suffering 森 有菜、森 高子 森高子バレエ教室（パンダバレエ）

059 川上 杏 11 東京都 Blossom 木原 浩太 シンフォニーバレエスタジオ

061 吉田 茉優 11 滋賀県 お茶目 改 ベラ ミーナバレエスクール

062 三浦 日菜子 11 愛知県 カゲボウシ 岡本 壮太 ベルバレエスタジオ

073 藤原 仁椛 11 神奈川県 すみれ 遠藤  康行 Ballet Studio Lien

088 原田 穂夏 11 東京都 Wonted To 池上 直子 YUNO BALLET

089 杉之原 瑠花 11 神奈川県 THE HOLE 鈴木 竜 BALLET・LE・COEUR

094 坂口 舞 11 神奈川県 Beyond 岡崎 隼也 シホバレエクラス

098 森 虹乃歌 11 和歌山県 Elegy 堀川 美和 angel.k.ballet

100 上阪 友香 11 神奈川県 Lacrimosa 南條 健吾 Ballet Studio forte

110 石川 くらら 11 千葉県 Falling Sky 木原 浩太 シンフォニーバレエスタジオ

113 鈴木 初苺 11 京都府 Playful 山谷 浩子 バレエスタジオアッサンブレ

117 増野 莉愛 11 大阪府 The Universe inside me 増野 佳恋 Anne-Grace.Ballet Studio

118 岸本 桃 11 東京都 Mountain path 服部 千尋 シンフォニーバレエスタジオ

120 吉村 いろは 11 滋賀県 夢見心地 改 ベラ ミーナバレエスクール

122 河﨑 心晴 11 東京都 insect dance 井上 かおり デパルクバレエスクール

123 岩﨑 珠冬 11 東京都 Maqsoum Micheal Shannon TLEUBAEV Ballet School

125 久留島 綾華 11 兵庫県 Music Notes 磯村 レイナ 村瀬沢子バレエスクール

127 安藤 咲智花 11 愛知県 Cry of the Soul 森 高子、森 有菜 森高子バレエ教室（パンダバレエ）

参加者名



■コンテンポラリー部門 ジュニア (12～14歳)

No. 年齢 出身地 作品名 振付 スタジオ名

213 佐藤 菜摘 12 神奈川県 HUNTER 宮内 麻衣子 YARITA YU BALLET STUDIO

215 伊藤 綺華 12 東京都 Nostalgy 木原 浩太 シンフォニーバレエスタジオ

218 吉元 マリア 12 神奈川県 Innocence 坂田 守 ワイダンスカンパニー

221
長谷川

イオアナ はな
12 大阪府 Voice 大嶋 正樹 中野由佳子バレエスクール

222 中島 望沙 12 東京都 Pondering Angel 貝ヶ石 奈美 徳永由貴バレエスクール

226 岸 琴音 12 埼玉県 続ける... 横山 史歩 HAGAバレエアカデミー

229 小林 愛理澄 12 東京都 Last Carol 貝ヶ石 奈美 徳永由貴バレエスクール

232 花井 香莉奈 12 大阪府 Black Currant 一柳 麗 いちやなぎ多鶴バレエ学園

236 荒木 美優 12 東京都 Wing 木原 浩汰 シンフォニーバレエスタジオ

237 戸川 はな 12 北海道 Sonata 左右木 健一 PureHeartクラシックバレエスタジオ

242 友井 日葵 12 東京都 Evolve 宮内 麻衣子 YARITA YU BALLET STUDIO

249 木村 咲来 12 東京都 Days Gone 森中 健智 森中牧バレエスタジオ

251
國立

桃菜 フローラ
12 神奈川県 to sail on love's ocean 井向 健二 BALLET・LE・COEUR

255 東 さくら 12 鹿児島県 in a glade 平田 友子
バレエスタジオ22
クラシック＆コンテンポラリー

258 向山 侑希 12 兵庫県 Chicka Chicka Boom Boom 一柳 麗
バレエスタジオアンジュ
向山陽子バレエスクール

259 藤田 結奈 12 大阪府 Wing of tears 島﨑 徹 ルシアバレエスクール

262 山下 栞 12 東京都 fragile 木原 浩太 シンフォニーバレエスタジオ

264 田中 緒音 12 兵庫県 Fairy tail 水野 多麻紀 れい美花Dance Studio

271 田北 つぐみ 12 福岡県 HOTARU 松本 直樹 須貝りさクラシックバレエスタジオ

272 日高 世令那 12 東京都 abshana 小林 啓子 梨木バレエスタジオ

273 国米 琴乃 12 東京都 Last Dream 金田 あゆ子 金田・こうのバレエアカデミー

276 中島 尚 13 東京都 twilight 木原 浩太 シンフォニーバレエスタジオ

281 赤石 桃香 13 東京都 目覚めて抱く夢 貝ヶ石 奈美 徳永由貴バレエ スクール

282 三浦 結愛 13 東京都 Polaris 前田 新奈 Aristo BALLET STUDIO

283 中田 結 13 東京都 Bird 井上 浩二 デパルクバレエスクール

286 谷 俐理子 13 兵庫県
Wallflower - finding a sense of
self

磯村 レイナ 村瀬沢子バレエスクール

291 酒井 胡音実 13 愛知県 Pi Po Pa 森 高子、森 有菜 森高子バレエ教室（パンダバレエ）

298 三宅 麻友 13 東京都 Bubble 貝ヶ石 奈美 徳永由貴バレエスクール

299 松谷 咲和 13 東京都 Invincible 宮内 麻衣子 YARITA YU BALLET STUDIO

302 片岡 優杏 13 愛知県 Love 森 高子、森 有菜 森高子バレエ教室（パンダバレエ）

305 佐々木 美幸 13 神奈川県 Pursuit 宮内 麻衣子 YARITA YU BALLET STUDIO

306 土田 葵咲 13 千葉県 Peace of Mind 髙比良 洋 メザミバレエスタジオ

308 依光 杏夏 13 東京都 murmuring waves 金田 あゆ子 金田・こうのバレエアカデミー

312 瀬川 葵 13 東京都 Waltz 井上 浩二 デパルクバレエスクール

313 村上 咲栄 13 兵庫県 Souleiado 本間 紗世 エトワールバレエスクール

314 宮宇地 ねね 13 東京都 Last Letter 坂田 守 高橋洋美バレエスタジオ

316 山本 美弥 13 大阪府 In a moment 山田 仁美 バレエ　オブ　アメリカ

320 立見 雛子 13 東京都 Hourglass 金田 あゆ子 金田・こうのバレエアカデミー

321 上坂 莉子 13 兵庫県 鶴 富岡 櫂 BU-TO-O-KAI

323 稲葉 朋子 13 北海道 Romanza 左右木 健一 PureHeartクラシックバレエスタジオ

326 小松 咲凛 13 東京都 Canon 井上 浩二 デパルクバレエスクール

328 矢次 真央 13 大阪府 Evening primrose 山田 仁美 バレエ　オブ　アメリカ

329 岡田 一花 13 東京都 Courage 島﨑 徹 シンフォニーバレエスタジオ

331 中上 凜紗楽 13 三重県 Komorebi 左右木 健一 小原芳美バレエスタジオ

336 三角 羽音 13 神奈川県 Memory Games 鈴木 竜 BALLET・LE・COEUR

参加者名



No. 年齢 出身地 作品名 振付 スタジオ名参加者名

344 江見 紗里花 13 大阪府 green scented 寺田 みさこ 橋本幸代バレエスクール

346 斉藤 美優 13 千葉県 Dokka 金田 あゆ子 金田・こうのバレエアカデミー

348 片平 楓和娃 13 鹿児島県 appearance 平田 友子 バレエスタジオ22
クラシック＆コンテンポラリー

350 周藤 百音 13 神奈川県 In the garden 木ノ内 真百美 マユミキノウチバレエスタジオ

357 笠井 優迦 14 東京都 NEIGE 鈴木 竜 BALLET・LE・COEUR

359 渡邉 舞香 14 京都府 Desire 堀川 美和 福谷葉子バレエスタジオ

363 山本 梨々香 14 東京都 Cello Suite 井上 浩二 デパルクバレエスクール

369 福田 妙光 14 広島県 Hazumi 山下 菜奈 バレエスタジオ  ラ・モンテ

371 田中 杏咲 14 東京都 bye 木原 浩太 シンフォニーバレエスタジオ

377 元吉 知世 14 高知県 AtoTHE 福田 紘也 RSバレエスタジオ

382 中澤 結 14 埼玉県 Nova Luna 貝ヶ石 奈美 徳永由貴バレエスクール

384 福山 果歩 14 東京都 追憶 小林 啓子 梨木バレエスタジオ

387 萬矢 にいな 14 兵庫県 Rouge 本間 紗世 エトワールバレエスクール

389 早川 百紀 14 大阪府 Music box 山田 仁美 バレエ　オブ　アメリカ

392 堀田 吉乃 14 熊本県 Blue Yonder 本間 紗世 シス・アールバレエスタジオ

393 冨田 好花 14 和歌山県 K. T. O 馬場 彩 シュウバレエスタジオ

402 三浦 衣織 14 千葉県 Gradation 木原 浩太 シンフォニーバレエスタジオ

403 阿部 光李 14 東京都 月の光の夜想曲 小林 啓子 梨木バレエスタジオ

405 沼本 小春 14 三重県 アクノー 大嶋 正樹 バレエアカデミースタジオエトワール　

408 福山 麗 14 大阪府 BASARA 島﨑 徹 創美バレエスクール

414 岡田 葵 14 東京都 Free will 金田 あゆ子 金田・こうのバレエアカデミー

417 佐々木 桃 14 大阪府 On the way 丸山 陽司 山口ゆうこバレエスクール

423 林 美羽 14 三重県 ZABA 島﨑 徹 小原芳美バレエスタジオ

426 沖 未来 14 東京都 Days Gone 森中 健智 森中牧バレエスタジオ

428 姜 仁奈 14 大阪府 Turquoise 原田 みのる ヒサミ・バレエ・アート

456 松井 駿 12 奈良県 TIME 室尾 由紀子 バレエ･エトワール

460 島長 賢汰 13 大阪府 A boy with his head down 佐藤 玲緒奈 ルシアバレエスクール



■コンテンポラリー部門 シニア (15～21歳)

No. 年齢 出身地 作品名 振付 スタジオ名

504 村山 萌日 15 兵庫県 夢への直路 村瀬 亜衣良
iSバレエアカデミア／
泉・下森バレエ団

505 渡部 海璃 15 東京都 Iris 吉崎 裕哉 MIMIバレエスタジオ

506 愛甲 梨乃 15 千葉県 Wish 坂田 守 高橋洋美バレエスタジオ

507 和田 つばき 15 鹿児島県 Spring in the air 平田 友子
バレエスタジオ22
クラシック＆コンテンポラリー

508 日暮 梨瑚 15 神奈川県 The Last Bird 鈴木 竜 BALLET・LE・COEUR

510 上 奈々帆 15 東京都 Kamome 鈴木 竜 BALLET・LE・COEUR

513 小林 彩曖美 15 石川県 Memory 飯田 ベン Swan International Ballet School

515 丸尾 花子 15 大阪府 Breathe 本間 紗世 エトワールバレエスクール

518 小林 愛里 15 東京都 nemesis 井上 かおり デパルクバレエスクール

519 井上 実保奈 15 東京都
Darkness is the mother of
Light

島地 保武 MIHO BALLET SCHOOL

520 平石 結子 15 広島県 A Drop of Tear 山下 菜奈 バレエスタジオ　ラ・モンテ

521 安達 仁胡 15 東京都 Dancing with Death 平山 素子 シンフォニーバレエスタジオ

524 東 すず 15 鹿児島県 With The Beat 平田 友子
バレエスタジオ22
クラシック＆コンテンポラリー

525 髙尾 志結 15 東京都 La voix de l’ange 遠藤 康行 Endo Ballet／エンドウ・バレエ

527 金井 水夢 15 群馬県 SuiRhythm 前田 新奈 Aristo BALLET STUDIO

528 髙橋 清夏 15 神奈川県 Far Far Away 遠藤 康行 Ballet Studio Lien

529 田中 優歩 15 神奈川県 Spring 木ノ内 乃々 マユミキノウチバレエスタジオ

535 奥田 凜佳 15 京都府 マリア 堀川 美和 福谷葉子バレエスタジオ

536 林 優芽 15 大阪府 motive 山田 仁美 バレエ　オブ　アメリカ

537 灰谷 亜珠 15 兵庫県 trace of you 堤 悠輔 sAtsukiBallet

546 西川 栞 16 東京都
Tell the story behind the left
ear

島地 保武 MIHO BALLET SCHOOL

548 中尾 心杏 16 大阪府 Desire 堀川 美和 S.BALLET.ART

557 塚原 和奏 16 神奈川県 Vade mecum 井向 健二 BALLET･LE･COEUR

559 大脇 知紗 16 岐阜県 春の予感 島﨑 徹 L'espoir de ballet

563 佐合 あこ 16 岐阜県 Tsubaki 島﨑 徹 L'espoir de ballet

572 市川 加恋 16 愛知県 エルダーフラワー 田中 すみれ 金澤志保バレエスタジオ

575 寺山 優里奈 16 東京都 カルメン キミホ ハルバート 岸辺バレエスタジオ

580 三輪 優良合 16 兵庫県 ブラーリー 中田 一史 TINK Ballet Dance Studio

581 吉川 文菜 16 神奈川県 Follow Near 武石 光嗣 胡桃バレエスタジオ

582 長谷川 日和 16 東京都 ディア 高原 伸子 Avec Coco 福田純子バレエスタジオ

589 山吹 薫乃 16 和歌山県 Sha 馬場 彩 シュウバレエスタジオ

590 中川 奈奈 16 東京都 SWAN 小林 啓子 ふのうまさみバレエスタジオ

591 金城 帆香 16 千葉県 Eva 坂田 守 高橋洋美バレエスタジオ

592 羽田 万凜花 16 静岡県 マヌカン 遠藤 康行 鈴木直敏・恵子バレエスクール

595 藤倉 みゆ 16 福島県 Wag the soul 島﨑 徹 竹内ひとみバレエスクール

605 稲葉 瞳 17 東京都 ビタースウィート 宮内 麻衣子 YARITA YU BALLET STUDIO

607 市野 眞菜 17 東京都 Flow 宮内 麻衣子 YARITA YU BALLET STUDIO

608 髙杉 実結 17 神奈川県 missing peace 渡辺 麻紀 プラーンドルバレエスタジオ

610 三宅 乃愛 17 兵庫県 Water Vein 石原 完二 村瀬沢子バレエスクール

612 岸本 花 17 東京都 Journey of wood 服部 千尋 シンフォニーバレエスタジオ

623 柿原 光陽 17 熊本県 Dwell 本間 紗世 シス・アールバレエスタジオ

628 本澤 映月 18 兵庫県 My Place 文山 絵真 江川バレエスクール

637 近藤 沙樹 19 大阪府 FURAi 瀬戸口 高史 Prima Stella Ballet

638 橋本 杏梨 19 神奈川県 Flow 木ノ内 乃々 マユミキノウチバレエスタジオ

参加者名



No. 年齢 出身地 作品名 振付 スタジオ名参加者名

640 福岡 璃乃 19 鹿児島県 Rondo 平田 友子
バレエスタジオ22
クラシック＆コンテンポラリー／
Perm state choreographic college

642 奥田 理子 19 奈良県 Ragtime 中田 一史 Ballet Studio Infinity

646 高尾 静奈 20 兵庫県 Survival ケイコ デイビス くるみダンスファクトリー

752 渡辺 平 15 愛媛県 Quiche 福田 圭吾 美佳バレエスクール

755 前田 創土 15 神奈川県 Bounce 木原 浩太 シンフォニーバレエスタジオ

770 山田 太郎 17 三重県 フラストレーション 近江 貞実 STUDIO F-STYLE

772 幅口 陽一 18 石川県 BACH Ben Iida Swan International Ballet School


