
第１位 2080 君のために 菅野　幸

神奈川県教育長賞

神奈川県芸術舞踊協会最優秀賞

赤い靴賞クリスタル

第２位 2158 窓を開けてください 田元　楓夏

神奈川県芸術舞踊協会優秀賞

副賞

第３位 2142 禁じられた遊び 苗加　比古乃

神奈川県芸術舞踊協会奨励賞

副賞

第２６回　ヨコハマ・コンペティション

　モダンジュニア１部門

　2011年11月20日（日）



第４位 2022 しん・深と・・・ 伊藤　未唯

第５位 2123 雪　ぼたる 長島　桃優

第６位 2013 青い眼の人形 由元　美凪

第７位 2023 カマラ　－野性の呼び声－ 西島　実里

第８位 2008 楽園の鳥 清野　ひなた

第９位 2069 ひとひら 藤田　恵理奈

佐竹　空乃

前島　加奈

髙橋　この葉

柿沼　凛

濵田　来南

第１１位 2033 Wings　to　Fly　～翼をください 宇野　鈴音

第１２位 2117 虹を渡る蝶 日下　葵

第１３位 2082 かぜの旅 石鍋　陽香

第１４位 2011 青いバラの夢 岡島　彩夏

小池田　奈緒

向井　万柚子

第１６位 2110 マリーの部屋 清水　理那

北川　陽妃

上野　真彩

吉田　奈央

藤牧　樹奈

吉谷　侑里子

神奈川県芸術舞踊協会努力賞

そら豆まめまめ元気っ子2115第１０位

第１５位 2052 天使の肩こり

第１７位 みかんの花咲く丘2014



赤い靴賞

18 2078 森のこだま 田村　伊吹

19 2024 小さな秋 宮川　結衣

20 2167 ブロンズの涙 寺門　佳湖

21 2138 空の大地 綾部　花音

細井　瑞希

内田　彩月

本郷　仁珠

23 2149 ラトパラカの魔 鈴木　良実

24 2109 冬の小鳥　～ジニの涙～ 大澤　愛萌

25 2062 となりのピッポ 中井　香里

26 2040 黒猫のタ・ン・ゴ！ 渡邉　瑠莉

27 2090 ガラスのうさぎ 斎藤　ゆきの

28 2131 鷹を夢みる少年 塚本　響

29 2042 ひとりぼっちの遊園地 水木　悠斗

30 2150 ささやかだけど　忘れられない　いくつかのこと 山口　莉里佳

河村　恵里

十文字　朱里

向井　瑶子

32 2125 あなたへの光 縫田　実咲

33 2161 朽ち果てた景色に問うものは 棟本　真瑠

34 2113 歌う時 高橋　理沙

35 2095 The　Sense　of　Wonder タルマン　磨野

36 2056 鳥姫伝 茂木　瑛美里

37 2088 白鳥のいる情景 筧　真穂

38 2107 春風にラララ・・・ 石川　茉優

39 2112 Peace　～小さき祈り～ 中嶋　くるみ

土井野　理子

鳥海　日海理

小寺　里奈

般若　菜々花

矢野　菜々子

40 2136 楽しくてうれしくてずっと一緒にいたくなっちゃうね

22 カッパ何様オレ様だ！2129

木霊が呼ぶ206431



41 2015 木馬は空をめざす 山田　菜月

42 2004 いつも一緒に・・・ 神谷　乃愛

ダンスカナガワ　やまゆり賞

43 2070 ひなたのギニョール 山田　祐華

44 2086 心の月 塚田　美羽

中野　楓花

遠藤　馨

岡部　実侑

佐藤　優里彩

福田　麗央

元山　雪乃

山森　瑞希

李　愛芳

川上　桃果

依田　和花

46 2048 予言の旋律 藤川　菜々花

47 2050 つう 吉津　結那

48 2118 炎の天使　～ジャンヌダルク～ 土肥　彩乃

49 2099 神様のとおり道 川崎　真奈

50 2091 希望ノカケラ 浦郷　愛

51 2028 願い、はるかかなたへ 平岡　珠綺

52 2054 山　のぼる 豊島　愛菜

曽根　優芽那

小美濃　澪

54 2162 星のささやき 北條　ひなた

55 2087 雪原に咲く花 中田　茉由子

56 2089 残っちゃった・・・冬 鍋田　愛莉

57 2103 月へとつづく道 星野　すず

58 2068 日だまりの中で 栃澤　桃香

59 2120 失われた者たちへ　－希望の光－ 須山　和香

60 2017 手まり唄 足立　真珠

ドラネコの１日216453

45 2029 ともだちへのメッセージ

赤い靴賞



61 2031 本当のさいわい 渥美　稚乃

62 2093 もう一度会えたら 栗田　ゆうか

昆　泉

袴田　瑚子

橋本　茉里

早川　葵

64 2057 落語より一席 多賀谷　尚緒

65 2102 祈りの歌声 片桐　櫻子

66 2073 思い出のアルペジオ 繁森　名那

67 2071 雨にぬれた蝶々 青木　佑奈

68 2060 アリエッティ　-床下の我が家- 望月　楓

69 2012 Secret　Garden　-音楽会をはじめよう- 小柳　悠海

70 2163 鬼っ娘 田中　なつみ

71 2058 落葉の旋律 原田　真有

72 2133 蛍　～涼やかな夜空に舞う光 原澤　佑梨

73 2044 青葉萌ゆる 丹羽　結花

74 2002 小さな楽園　～アリさんこんにちは～ 三澤　舞織

75 2051 雪の鳥 落合　憂

76 2018 少年の名はミシェル 渡辺　理也

77 2026 私の秘密 髙橋　春花

78 2130 越冬つばめ 車田　玲弥

細見　文乃

森田　愛叶

80 2059 秘密の庭で 今井　優奈

81 2153 天使のひとりごと 天野　佑香

つくしで書かれた物語200363

赤い靴賞

おひさまドロップス203679


