
第１位 清水　美莉花

水野　紗希

水越　陽香

明瀬　雛乃

神奈川県芸術舞踊協会最優秀賞

赤い靴クリスタル賞

神奈川県教育長賞

第２位 布村　悠稀

布村　瑞稀

神奈川県芸術舞踊協会優秀賞

副賞

第３位 大石　はんな

寺門　麻奈

佐藤　久梨乃

神奈川県芸術舞踊協会奨励賞

副賞

雨に唄えば2046

第３１回　ヨコハマ・コンペティション

　モダンジュニア１部門

　2016年11月20日（日）

忘れないで・・・2086

2136 ねぇ、お父さん



第４位 2044 Ｉ’t　～一途～ 南谷　あづさ

第５位 2116 月のこえ 関根　佳子

第６位 2015 クラリスの鐘 高橋　ひかり

第７位 2077 あともう一日咲きたいの 伊藤　聡美

第８位 2012 星空のメモリー 髙塚　ほまり

第９位 2140 風は草木にささやいた 小林　姫萊

第１０位 2105 そして、鳥は歌わない。～「ｓｉｌｅｎｔ　Sｐｒｉｎｇ」より～ 竹本　真理子

第１１位 2125 あなたに届けたい贈り物 江蔵　香凜

第１２位 2135 昼休みに浮かぶ月 大塚　果歩

第１３位 2001 祈りの花 青笹　玲那

佐藤　南風

太田　ひびき

第１５位 2011 冬の吐息 栗林　咲菜

第１６位 2110 とある日 丸谷　理乃

せっせっせ2131

神奈川県芸術舞踊協会努力賞

第１４位



赤い靴賞

17 2069 この事件の謎を追え！ 加賀見　美咲

18 2058 花咲く明日へ 宮本　美幸

19 2061 月を見上げる人魚 山口　華恋

20 2065 あなたと聞きたいモーツァルト 柴原　世奈

21 2098 樹氷の詩 金子　穂夏

大木　郁乃

四十住　一葉

23 2047 しゃぼん玉のうた 柳澤　遥奈

24 2100 狐の残した一枚の木の葉 岩永　明希

25 2114 ガラスのうさぎ 石徳　芽依

26 2002 みかんの花 阪本　英理

27 2129 わがまま林檎 武田　珠子

28 2080 ひとかけらの笑顔 原澤　里佳

ダンスカナガワ　やまゆり賞

副賞

中村　寛子

井口　理彩

奥山　真由

川原　彩葉

小林　愛月

菅原　礼子

横山　凛

小池　帆花

竹田　芽生

肘井　杏夏

林　れな

村上　潤奈

210129

雪の降る朝に・・・212422

Ｇｏ　Ｔｏ　Ｕｎｉｖｅｒｓｅ



30 2024 願いが叶う不思議な日記　～チェルシーはうわの空～ 西山　由里子

31 2138 夏．あふれ出た記憶 野村　有紗

32 2076 シャボン玉・・・飛んだ 髙塚　祐希

33 2113 小さな恋の物語 池田　優

34 2057 キリコの娘 森田　薫音

35 2109 悪戯道化師 武田　真子

36 2021 エーデルワイスの白い花 松井　未來

37 2035 不思議の星のミラ 滝本　月乃

38 2083 雪の降るまちを 舞草　優

39 2097 狐の嫁入り 横山　奈由

40 2026 冬の蝶 柴田　瑚子実

41 2066 お祭りおわって・・・かえり道 石田　結愛

42 2039 跳ねる馬 山本　実侑

43 2030 口笛に誘われて 奥山　志穂

44 2060 風に吹かれて 工藤　紗耶

45 2074 いつか きっと また 会えるよね 棚元　祐吏

井上　彩音

井上　琴音

47 2014 妖の華 福田　紗子

48 2025 小鳥の詩　～あの木の下で 川畑　瑠奈

49 2071 少し不思議な物語のはじまり 近見　花怜

野﨑　祥花

伊藤　美南

服部　美紅

51 2020 手と手つないで 山口　莉愛

52 2043 夢のはじまり 宮下　夏鈴

53 2089 ゆめのはな 池田　羽奈

夏の夕暮れは　柔らかな幻211146

赤い靴賞

只今　修業中213750



54 2067 思い過ごしのタンゴ　～夜空を見上げて 笹村　日奈子

55 2084 手ぶくろを買いに 金巻　理佐子

56 2112 木霊の笑玉 安立　彩南

57 2123 ドナウの白い帽子 手坂　緑里

笹村　日奈子

髙塚　祐希

阪本　英理

青笹　玲那

後藤　史佳

山本　汐莉

益子　直

小林　姫萊

稲澤　成実

生方　芽

洪　舒義

沖本　真季

59 2075 ルミナス 多見谷　友梨

60 2132 アンネの日記 佐々木　李夏

土山　夏輝

助川　詩織

62 2139 時の歌 梁川　陽向

63 2073 桜の記憶 松嵜　一愛

64 2018 小さな世界 稲澤　成実

65 2115 掬水月在手 櫻井　七織

66 2007 優しい雨 酒井　萌生

67 2079 お人形の夜 瀧本　知慧

68 2041 夏の空　－麦わら帽子と私 洪　舒義

赤い靴賞

不思議な森のどんぐりくん200561

上を向いて・・・210758



69 2033 愛しのロザリー 井村　夏季

70 2117 待ち遠しくて 渡邉　栞那

赤い靴賞


