
第１位 2084 幻影 神尾　海希

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

神奈川県芸術舞踊協会　指導者賞 米沢麻佑子、新美佳恵

第２位 2080 哀歌 金子　衣織

神奈川県芸術舞踊協会優秀賞

副賞　バレエ・ジャポン

第３位 2077 そして、静けさは森の中へ 舟田　桔平

神奈川県芸術舞踊協会奨励賞

副賞　バレエ・ジャポン

第３６回　ヨコハマ・コンペティション

　モダン･コンテンポラリージュニア１部門

　2022年11月20日（日）



第４位 2083 海よ 尾﨑　紗那

第５位 2059 夏のアルバム 熊谷　彩花音

第６位 2091 光るいのち 髙橋　眞子

第７位 2087 空知らぬ雨 池内　せり

第８位 2061 西はまだ無窮のさなか 安藤　希月

第９位 2050 夏・・・蜩のゆめ 野口　紬

第１０位 2120 聖なる光の中で 森川　心結

第１１位 2048 月夜にひらく棘ある花 島田　歩衣香

第１２位 2104 神様、あなたを信じていいですか 伊藤　宛南

第１３位 2092 闇にまたたく 髙野　莉咲

第１４位 2066 月と遊ぶ 藤堂　あさひ

神奈川県芸術舞踊協会努力賞



赤い靴賞

15 2113 夏の日、輝く丘 武田　栞奈

ダンスカナガワ　やまゆり賞

副賞　バレエ・ジャポン

16 2094 灯の消えた街 菊地　陽日

17 2051 嘘～惑わす香り～ 中村　汐里

18 2046 蝶、ふたたび・・・ 小寺　春薫

19 2010 永遠に生きる事は果たして本当に幸せなのか 土屋　美波

20 2060 青いカナリヤ 髙塚　乃愛

青木　瑠花

髙橋　紗蘭

武田　恭佳

22 2047 スーホの白い馬 工藤　理瑛

23 2052 やさしいkissを 能浦　花音

若林　向日葵

樋口　珂恋

宮田　沙織

25 2068 満月の夜に 徳地　茉菜佳

渋谷　桃

元井　蘭

27 2119 Pray for ,,, 岸端　瑚子

28 2111 ガラスの花 下河　沙羅

29 2011 言葉のない　手紙 加藤　風花

30 2069 みかんの花 奥村　杏貴

31 2023 へのへのもへじ 桜井　のあ

32 2073 始まりの日 齋藤　美琴

33 2037 透明なゆりかご 漆崎　李歩

雨の天使203321

Cat , What is that？206726

約束の花束203824



小林　羽衣

高野　菜月美

35 2007 大好きな木 村雨　葉月

36 2114 希望の歌 洪　羅義

37 2074 ひとりぼっちの帰り道 寺田　萌那

38 2043 あのぬくもりは見渡す限りのこの空に 小野　紗奈

39 2093 冬へのマーチ 服部　美月

40 2121 春、わたしの庭で 粟田　花

41 2027 こどもの世界
せかい

～想像
そうぞう

という魔法
まほう

小林　羽衣

42 2117 こどものせかい－わたしの小さなたからもの 小針　早葵

43 2022 孤独と葛藤の先に．．． 石川　音々椛

44 2035 星への長距離電話 関　絵実華

石川　百音奈

浅利　萌花

髙塚　乃愛

川田　芹奈

紅林　縁

中島　結希

相羽　芽衣

植田　柚茉

舩生　せな

舩生　るな

47 2081 六
む

つの花
はな

野澤　麻帆

48 2115 ありがとうの輪 岡本　菜奈

49 2072 上を向いて歩こう 川原　さくら

50 2053 The starry night 大竹　星凜

46

口笛
くちぶえ

とビー玉
だま

とひこうき雲
ぐも

と・・・210145

模型風景～灰色
はいいろ

の街
まち

207834

赤い靴賞

空がレースに見える夜2054

ジオラマ



51 2056 悲しみの棘 栗原　愛心

52 2057 記憶の森 中西　凛

53 2095 水面に睡る花 尾上　実里

54 2075 わたしと小鳥と鈴と 中谷　真央美

55 2090 春
はる

に産
う

まれた案山子
かかし

熊野　奏海

56 2124 木蓮
もくれん

の散
ち

る頃
ころ

山北　依和

57 2071 夢
ゆめ

の星空
ほしぞら

紅林　縁

58 2096 そらみにいくこ 柳　郁久子

中川　もも子

西村　和華

60 2103 心の迷路 岩崎　萌心慈

61 2116 Je rêve　～あの街角で～ 馬淵　結愛

62 2044 霧の華 坂本　芽生

赤い靴賞

Aiso　logic211859


