
2022.1.7決選　

参加部門 出演番号参加者氏名 年齢 演目

高校生女子 6001 本谷 光里 17 「眠れる森の美女」オーロラ姫（第1幕）・決選専用曲･遅め

高校生女子 6002 濱田 璃子 15 「ドン・キホーテ」ドルシネア･遅め

高校生女子 6003 中塚 そら 16 「眠れる森の美女」オーロラ姫（第3幕）・遅め

高校生女子 6005 水野 舞音 15 「パキータ」ソリスト２･遅め

高校生女子 6006 金 美優 16 「パキータ」エ トワール･遅め

高校生女子 6008 髙橋 マリア 16 「ライモンダ」（第2幕夢の景）･遅め

高校生女子 6009 永易 雪 16 「くるみ割り人形」金平糖の精・遅め

高校生女子 6010 スクワイヤーズ 愛真 17 「エスメラルダ」タンバリン･遅め

高校生女子 6011 清水 利静 15 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕）・遅め

高校生女子 6013 竹内 小絵 16 「眠れる森の美女」オーロラ姫（第3幕）・遅め

高校生女子 6014 三谷 天乃 17 「眠れる森の美女」オーロラ姫（第3幕）・遅め

高校生女子 6015 小川 更紗 16 「ドン・キホーテ」キトリ（第1幕）･遅め

高校生女子 6017 光岡 幸姫 16 「ファラオの娘」･遅め

高校生女子 6018 井垣 友希 18 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)･早め

高校生女子 6019 中上 紗々楽 17 「コッペリア」スワニルダのワルツ（第1幕）･遅め

高校生女子 6020 澤井 香子 18 「エスメラルダ」ダイアナ･遅め

高校生女子 6021 宮脇 沙來 16 「ドン・キホーテ」ドルシネア･遅め

高校生女子 6023 園田 里菜 16 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕）・遅め

高校生女子 6024 愛甲 梨乃 16 「パキータ」ソリスト２･遅め

高校生女子 6025 飯室 富士子 17 「エスメラルダ」タンバリン･遅め

高校生女子 6027 坂野 寧音 16 「眠れる森の美女」オーロラ姫（第1幕）・決選専用曲･遅め

高校生女子 6028 若林 さくら 16 「ライモンダ」ライモンダ（第1幕）・遅め

高校生女子 6029 松田 南帆 15 「ジゼル」ジゼル（第1幕より）・遅め

高校生女子 6030 八巻 璃奈 16 「タリスマン」･遅め

高校生女子 6032 ドイル セラ小春 17 「パキータ」エ トワール･遅め

高校生女子 6033 塩野 遥日 16 「ファラオの娘」･遅め

高校生女子 6035 金城 帆香 17 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕）・遅め

高校生女子 6037 寺山 優里奈 17 「ジゼル」ジゼル（第1幕より）・遅め

高校生女子 6039 門脇 紅空 18 「ライモンダ」ライモンダ（第1幕）・遅め

高校生女子 6040 渡部 海璃 16 「グラン・パ・クラシック」･遅め

高校生女子 6043 利根川 陽衣 16 「眠れる森の美女」オーロラ姫（第3幕）・遅め

高校生女子 6044 桑野 ゆりあ 「くるみ割り人形」金平糖の精・遅め

高校生女子 6046 坊山 莉子 17 「くるみ割り人形」金平糖の精・遅め

高校生女子 6047 梶間 陽向 18 「ドン・キホーテ」キトリ（第1幕）･早め

高校生女子 6049 石川 愛子 18 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕）・遅め

高校生女子 6051 田中 杏颯 16 「エスメラルダ」ダイアナ･遅め

高校生女子 6054 吉村 汐里 16 「パキータ」エ トワール･遅め

高校生女子 6055 加見 光織 16 「眠れる森の美女」オーロラ姫（第1幕）・決選専用曲･遅め

高校生女子 6056 河口 怜央奈 17 「海賊」メドーラ（ミンクス曲）･遅め

高校生女子 6058 徳丸 蓉望 17 「海賊」(パキータ）・遅め

高校生女子 6059 外丸 颯奏 15 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕）・遅め

高校生女子 6060 奥 紗楽 16 「パキータ」エ トワール･遅め

高校生女子 6063 津坂 舞乙 15 「エスメラルダ」タンバリン･遅め
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高校生女子 6064 松永 彩花 18 「コッペリア」スワニルダのワルツ（第1幕）･遅め

高校生女子 6066 鈴木 里菜 17 「ジゼル」ジゼル（第1幕より）・遅め

中学生男子 5001 野村 駿介 14 「海賊」(パキータ）・遅め

中学生男子 5003 横田 卓音 14 「白鳥の湖」王子（第3幕）･遅め

中学生男子 5004 山本 海理 12 「ドン・キホーテ」バジル（第3幕）･早め

中学生男子 5006 安海 真之介 15 「ラ・フィユ・マル・ガルテ」コーラ･早め

中学生男子 5007 束田 朗生 13 「コッペリア」フランツ( 第3幕)･早め

中学生男子 5008 水杉 瑚太朗 14 「ジゼル」アルブレヒト（第2幕）･遅め

中学生男子 5009 福間 稜久 14 「パリの炎」男性･早め

中学生男子 5010 戸原 和玖 12 「チャイコフスキー・パ・ド・ドウ」男性･遅め

中学生男子 5011 小林 万夏 14 「白鳥の湖」王子（第3幕）･遅め

中学生男子 5012 吉田 凱星 14 「アルレキナーダ」男性･遅め

中学生男子 5013 水沼 翔輝 15 「パリの炎」男性･早め

中学生男子 5017 清水 舞斗 13 「アルレキナーダ」男性･遅め

中学生男子 5018 中島 楓 15 「グランパクラシック」男性･早め

中学生男子 5019 水谷 瑠伊 15 「コッペリア」フランツ（ 第3幕）･早め

中学生男子 5020 山﨑 千夏 13 「バヤデール」ソロル･早め

中学生男子 5023 山﨑 徠雅 14 「コッペリア」フランツ( 第3幕)･遅め

中学生男子 5024 四戸 智紀 15 「ドン・キホーテ」バジル（第3幕）･早め

中学生男子 5025 本谷 桜一朗 15 「コッペリア」フランツ（ 第3幕）･早め

中学生男子 5027 全 成慶 13 「白鳥の湖」王子（第3幕）･遅め

中学生男子 5028 今井 祝 14 「グランパクラシック」男性･遅め

高校生男子 7001 黒﨑 空哉 18 「眠れる森の美女」王子（第3幕）･遅め

高校生男子 7003 山田 博貴 18 「白鳥の湖」王子（第3幕）･遅め

高校生男子 7006 石躍 悠馬 16 「ドン・キホーテ」バジル（第3幕）･早め

高校生男子 7007 近井 勇気 15 「ラ・フィユ・マル・ガルテ」コーラ･遅め

高校生男子 7009 原田 寿洋 17 「ドン・キホーテ」バジル（第3幕）･遅め

高校生男子 7012 髙橋 青 17 「エスメラルダ」アクティオン･遅め

高校生男子 7014 加藤 航世 18 「グランパクラシック」男性･早め

高校生男子 7015 山形 大地 17 「眠れる森の美女」王子（第3幕）･遅め

高校生男子 7016 藤田 英知 18 「チャイコフスキー・パ・ド・ドウ」男性･遅め

高校生女子 6069 小井土 りりか 17 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕）・遅め

高校生女子 6072 赤城 優希 16 「エスメラルダ」タンバリン･遅め

高校生女子 6073 瀧 ひなた 16 「コッペリア」スワニルダ（第3幕）･早め

高校生女子 6074 穂谷野 花歩 15 「ドン・キホーテ」森の女王・遅め

高校生女子 6075 勝原 佳音 16 「白鳥の湖」黒鳥（第3幕 プティパ版）・遅め

高校生女子 6076 片小田 夕梨菜 18 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕）・遅め

高校生女子 6079 龍田 ゆにこ 16 「白鳥湖」黒鳥（第3幕 プティパ版）・遅め

高校生女子 6081 勢島 咲幸 16 「海賊」メドーラ･遅め

高校生女子 6082 大熊 那月 17 「グラン・パ・クラシック」･遅め

高校生女子 6084 伊藤 真瑚 16 「アルレキナーダ」･遅め

高校生女子 6085 片山 芽里 18 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕）・遅め

高校生女子 6086 松本 綾夏 17 「海賊」グルナーラ(第1幕)･遅め
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高校生女子 6087 若林 桃子 15 「くるみ割り人形」金平糖の精・遅め

高校生女子 6088 大久保 心愛 17 「エスメラルダ」タンバリン･遅め

高校生女子 6089 仲田 留奈 16 「エスメラルダ」タンバリン･遅め

高校生女子 6090 井戸 歩音 16 「眠れる森の美女」金の精（第3幕）（ リラの精）･遅め

高校生女子 6091 池田 佳蓮 16 「ジゼル」ジゼル(第1幕より)・遅め

高校生女子 6092 田中 美怜 16 「ライモンダ」（第2幕夢の景）･遅め

高校生女子 6093 寺内 涼乃 18 「眠れる森の美女」オーロラ姫（第3幕）・遅め

高校生女子 6095 瀧本 朱里 16 「ジゼル」ジゼル（第1幕より）・遅め

高校生女子 6100 田中 瑞姫 15 「ドン・キホーテ」キトリ（第1幕）･遅め

高校生女子 6101 中芝 一稀 17 「タリスマン」･遅め

高校生女子 6102 髙橋 彩 16 「ジゼル」ジゼル（第1幕より）・遅め

高校生女子 6103 上田 麻央 17 「エスメラルダ」ダイアナ･遅め

高校生女子 6104 風間 瑠花 18 「グラン・パ・クラシック」･遅め

高校生女子 6105 亀山 涼 16 「エスメラルダ」ダイアナ･遅め

高校生女子 6106 横沢 怜奈 16 「海賊」メドーラ･遅め

高校生女子 6107 菊池 桃歌 16 「眠れる森の美女」オーロラ姫（第1幕）・決選専用曲･早め

高校生女子 6108 月成 恵生 16 「パキータ」エ トワール･遅め

高校生女子 6109 星川 綺羅 15 「エスメラルダ」タンバリン･遅め

高校生女子 6110 河辺 留実 17 「騎兵隊の休息」 ･遅め

高校生女子 6111 志村 実李 17 「エスメラルダ」タンバリン･遅め

高校生女子 6114 中村 遙羽 16 「コッペリア」スワニルダ(第3幕)･早め

高校生女子 6115 山田 茉子 18 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)･早め

高校生女子 6116 大貝 莉紗子 16 「眠れる森の美女」オーロラ姫（第1幕）・決選専用曲･遅め

高校生女子 6117 柴田 みう 17 「ドン・キホーテ」キトリ（第1幕）･早め

高校生女子 6118 山口 天音 17 「ジゼル」ジゼル（第1幕より）・遅め

高校生女子 6120 林 咲来 17 「エスメラルダ」タンバリン･遅め

高校生女子 6121 佐藤 花音 18 「海賊」(パキータ）・遅め

高校生女子 6123 清水 莉々咲 16 「サタネラ」（改訂版）･遅め

高校生女子 6126 鈴木 咲 15 「コッペリア」スワニルダのワルツ（第1幕）･遅め

高校生女子 6127 原田 芭菜子 16 「パキータ」エ トワール･遅め

高校生女子 6129 梅本 ゆら 17 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・遅め

高校生女子 6131 神田 里穂奈 17 「エスメラルダ」タンバリン･遅め

高校生女子 6132 奥平 凜々愛 16 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・遅め

シニア女子 8001 二本柳 美波 20 「ドン・キホーテ」森の女王・遅め

シニア女子 8002 尾関 華 26 「騎兵隊の休息」 ･遅め

シニア女子 8004 平澤 美杏 20 「眠れる森の美女」オーロラ姫（第1幕）・決選専用曲･遅め

シニア女子 8006 大川 裕瑠 21 「サタネラ」(改訂版)･遅め

シニア女子 8007 木村 愛花 18 「コッペリア」スワニルダ（第3幕）･遅め

シニア女子 8008 井隅 萌 19 「ドン・キホーテ」森の女王・遅め

シニア女子 8010 今村 夏乃 20 「コッペリア」スワニルダのワルツ（第1幕）･遅め

シニア女子 8011 南茂 彩華 23 「白鳥湖」黒鳥（第3幕 プティパ版）･早め

シニア女子 8012 甲斐 みち穂 23 「グラン・パ・クラシック」･遅め

シニア女子 8013 吉岡 詩音 24 「ドン・キホーテ」ドルシネア･遅め
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シニア女子 8016 髙橋 弥瑚 19 「パキータ」エ トワール･遅め

シニア女子 8017 湯脇 乙葉 18 「パキータ」エ トワール･遅め

シニア女子 8018 山本 涼杏 19 「白鳥の湖」黒鳥(グリゴロヴィッチ版)･早め

シニア女子 8019 大崎 結華 22 「パキータ」エトワール･遅め

シニア女子 8021 佐藤 あかね 27 「サタネラ」（改訂版）･遅め

シニア女子 8023 牧田 萌々香 18 「パキータ」エ トワール･遅め

シニア女子 8025 吉田 裕香 25 「サタネラ」（改訂版）･遅め

シニア女子 8027 西川 花帆 24 「海賊」メドーラ･遅め

シニア女子 8029 額田 明日香 24 「パキータ」ソリストＢ ･早め

シニア女子 8032 小澤 祐貴子 24 「海賊」メドーラ･遅め

シニア女子 8033 兵藤 杏 22 「騎兵隊の休息」 ･遅め

シニア女子 8034 吉田 美生 21 「アルレキナーダ」･遅め

シニア女子 8035 小島 歩純 21 「眠れる森の美女」リラの精･早め

シニア女子 8036 奥 遥歌 19 「ジゼル」ジゼル（第1幕より）・遅め

シニア女子 8038 長嶋 美結 21 「眠れる森の美女」オーロラ姫（第3幕）・遅め

シニア女子 8039 田中 さや香 26 「エスメラルダ」タンバリン･遅め

シニア女子 8040 椎名 奏羽 19 「タリスマン」･遅め

シニア女子 8041 志村 朱紀 22 「パキータ」エ トワール･遅め

シニア女子 8045 大塚 風優 22 「アルレキナーダ」･遅め

シニア女子 8046 菊地 春花 19 「ドン・キホーテ」ドルシネア･遅め

シニア女子 8048 神原 雅生 19 「ナポリ」テレジナ･遅め

シニア女子 8049 仲 沙奈恵 22 「エスメラルダ」タンバリン･遅め

シニア女子 8050 井藤 七菜 22 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕）・遅め

シニア女子 8051 杉浦 真未 20 「ドン・キホーテ」森の女王・遅め

シニア女子 8052 加藤 帆香 24 「コッペリア」スワニルダのワルツ（第1幕）･遅め

シニア女子 8053 小野寺 妙 25 「ライモンダ」（第2幕）･早め

シニア女子 8054 中西 彩 19 「ラ・バヤデール」ガムザッティ・遅め

シニア女子 8055 豊田 涼 18 「パキータ」エトワール･遅め

シニア女子 8056 大場 蒔音 18 「ライモンダ」（第2幕夢の景）･遅め

シニア男子 9001 河本 龍磨 22 「タリスマン」男性･遅め

シニア男子 9002 ハギンズ ミカエル聖也 20 「白鳥の湖」王子（第3幕）･遅め

シニア男子 9003 児玉 光希 18 「エスメラルダ」アクティオン･遅め

シニア男子 9004 水上 豪 19 「バヤデール」ソロル･遅め

小学校 3・4年生 1002 山橋 由依 9 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め

小学校 3・4年生 1004 井上 結人 10 「コッペリア」フランツ（ 第3幕）･早め

小学校 3・4年生 1005 福田 希良花 10 「白鳥の湖」 パ・ド・トロア第1・遅め

小学校 3・4年生 1006 伊藤 花凛 10 「眠れる森の美女」オーロラ姫（第3幕）・遅め

小学校 3・4年生 1007 谷﨑 友莉奈 9 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め

小学校 3・4年生 1008 戸田 裕彩 9 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め

小学校 3・4年生 1009 菅谷 こころ 10 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め

小学校 3・4年生 1010 村田 陽菜乃 9 「ライモンダ」ライモンダ（第1幕）・遅め

小学校 3・4年生 1011 森田 充軌 10 「ドン・キホーテ」バジル（第3幕）･遅め

小学校 3・4年生 1012 三村 空 10 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」リーズ・遅め
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小学校 3・4年生 1016 齋藤 舜 10 「海賊」(パキータ）・遅め

小学校 3・4年生 1017 森 咲心 10 「アルレキナーダ」･遅め

小学校 3・4年生 1019 原田 花愛 10 「アルレキナーダ」･遅め

小学校 3・4年生 1020 髙橋 杏 9 「アルレキナーダ」･遅め

小学校 3・4年生 1022 吉竹 ひなの 9 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕）･早め

小学校 3・4年生 1023 三苫 心嗣 10 「白鳥の湖」王子（第3幕）･遅め

小学校 3・4年生 1024 飯岡 志帆 10 「くるみ割り人形」金平糖の精・遅め

小学校 3・4年生 1028 浅田 良舞 9 「アルレキナーダ」男性･遅め

小学校 3・4年生 1030 小林 莉瑠 10 「ドン・キホーテ」キューピッド・遅め

小学校 3・4年生 1031 岩井 夢花 10 「コッペリア」スワニルダのワルツ（第1幕）･遅め

小学校 3・4年生 1032 岸間 杏 10 「グラン・パ・クラシック」･遅め

小学校 3・4年生 1034 田中 風琴 10 「タリスマン」･早め

小学校 3・4年生 1035 窪嶋 陽菜 10 「ライモンダ」ライモンダ（第1幕）・遅め

小学校 3・4年生 1036 高橋 奏羽 10 「アルレキナーダ」･遅め

小学校 3・4年生 1037 後藤 千香子 10 「パキータ」ソリストＣ･遅め

小学校 3・4年生 1039 海瀬 莉咲 10 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め

小学校 3・4年生 1040 紺野 百花 10 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め

小学校 3・4年生 1041 大野 愛 10 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕）・遅め

小学校 3・4年生 1042 喜多 紗也花 10 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕）・遅め

小学校 3・4年生 1043 権田 みなみ 10 「パキータ」ソリストＣ･遅め

小学校 3・4年生 1044 藤江 環 10 「アルレキナーダ」･遅め

小学校 3・4年生 1045 三千田 芽生 10 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め

小学校 3・4年生 1046 大野 亜子 10 「フェアリードール」妖精人形･早め

小学校 3・4年生 1047 大久保 心琴 10 「ドン・キホーテ」ドルシネア･早め

小学校 3・4年生 1049 滝本 慧 10 「眠れる森の美女」フロリナ王女・遅め

小学校 3・4年生 1052 菊地 麗 10 「コッペリア」スワニルダ(第3幕)･早め

小学校 3・4年生 1053 平子 空吾 10 「ドン・キホーテ」バジル（第3幕）･早め

小学校 3・4年生 1054 三宅 るしあ 9 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕）・遅め

小学校 3・4年生 1057 伊藤 翠咲 10 「アルレキナーダ」･遅め

小学校 3・4年生 1059 石黒 瑛土 9 「アルレキナーダ」男性･遅め

小学校 3・4年生 1060 山越 和 10 「白鳥の湖」王子（第3幕）･遅め

小学校 3・4年生 1061 佐野 竜星 9 「コッペリア」フランツ（ 第3幕）･遅め

小学校 3・4年生 1062 岸 くるみ 10 「ドン・キホーテ」キューピッド・遅め

中学校 3年生 4003 山田 喜世 15 「ジゼル」ジゼル（第1幕より）・遅め

中学校 3年生 4004 山本 琉奈 15 「ラ・バヤデール」ガムザッティ・遅め

中学校 3年生 4005 飯塚 凜 14 「くるみ割り人形」金平糖の精・遅め

中学校 3年生 4007 吉本 凪李 15 「パキータ」エトワール･遅め

中学校 3年生 4008 二関 愛結 14 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・遅め

中学校 3年生 4009 三浦 衣織 15 「白鳥湖」黒鳥（第3幕 プティパ版）・遅め

中学校 3年生 4011 石塚 みも紗 15 「エスメラルダ」ダイアナ･遅め

中学校 3年生 4013 松丸 凛 15 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・遅め

中学校 3年生 4014 関山 理湖 15 「眠れる森の美女」オーロラ姫（第1幕）・決選専用曲･遅め

中学校 3年生 4015 泉 ふわり 15 「ドン・キホーテ」ドルシネア･遅め
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中学校 3年生 4016 横地 満奈 15 「眠れる森の美女」オーロラ姫（第2幕森の場）･遅め

中学校 3年生 4017 中村 咲菜 14 「眠れる森の美女」オーロラ姫（第3幕）・遅め

中学校 3年生 4018 蓮沼 綴莉 15 「くるみ割り人形」金平糖の精・遅め

中学校 3年生 4019 遠山 花菜 15 「サタネラ」（改訂版）･遅め

中学校 3年生 4020 竹内 理桜 14 「ライモンダ」ライモンダ（第1幕）・遅め

中学校 3年生 4021 鍵和田 久美子 15 「白鳥湖」黒鳥（第3幕 プティパ版）・遅め

中学校 3年生 4023 鈴木 琴乃 15 「ドン・キホーテ」森の女王・遅め

中学校 3年生 4024 林 里穂 15 「眠れる森の美女」オーロラ姫（第2幕森の場）･遅め

中学校 3年生 4027 和田 菜芭 15 「パキータ」エ トワール･遅め

中学校 3年生 4028 村越 小梅 15 「白鳥湖」黒鳥（第3幕 プティパ版）・遅め

中学校 3年生 4029 孝多 里月 15 「エスメラルダ」タンバリン･遅め

中学校 3年生 4030 牧野 彩花 15 「ライモンダ」（第2幕夢の景）･遅め

中学校 3年生 4031 岡田 葵 15 「ジゼル」ジゼル（第1幕より）・遅め

中学校 3年生 4033 渡邊 流莉花 14 「眠れる森の美女」オーロラ姫（第1幕）・決選専用曲･遅め

中学校 3年生 4035 根本 佳奈 15 「エスメラルダ」ダイアナ･遅め

中学校 3年生 4036 斉藤 ひなた 15 「ファラオの娘」･早め

中学校 3年生 4037 相場 璃子 15 「ジゼル」ジゼル（第1幕より）・遅め

中学校 3年生 4038 西田 美海 15 「ドン・キホーテ」森の女王・遅め

中学校 3年生 4040 佐藤 凛 14 「眠れる森の美女」オーロラ姫（第2幕森の場）･遅め

中学校 3年生 4041 関根 杏 15 「ドン・キホーテ」ドルシネア･遅め

中学校 3年生 4042 澁谷 菜々瀬 15 「海賊」メドーラ(ミンクス曲)･早め

中学校 3年生 4044 渡辺 釈来 15 「コッペリア」スワニルダのワルツ（第1幕）･遅め

中学校 3年生 4045 堀中 姫花 15 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・遅め

中学校 3年生 4047 坂口 結 15 「エスメラルダ」タンバリン･遅め

中学校 3年生 4049 大森 早菜 14 「騎兵隊の休息」 ･早め

中学校 3年生 4051 堀田 花音 15 「アルレキナーダ」･遅め

中学校 3年生 4052 東山 侑生 14 「パキータ」エ トワール･遅め

中学校 3年生 4053 小林 りりあ 15 「ライモンダ」（第2幕夢の景）･遅め

中学校 3年生 4054 藤江 由蘭 14 「ドン・キホーテ」ドルシネア･遅め

中学校 3年生 4056 廣 沙帆子 14 「眠れる森の美女」オーロラ姫（第1幕）・決選専用曲･遅め

中学校 3年生 4057 中川 環 15 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕）・遅め

中学校 3年生 4058 大矢 十和子 15 「眠れる森の美女」オーロラ姫（第1幕）・決選専用曲･遅め

中学校 3年生 4060 福澤 千代 15 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)･遅め

中学校 3年生 4061 前田 優萌 15 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め

中学校 3年生 4062 宇田 琴音 15 「海賊」グルナーラ（第1幕）･遅め


