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第 8回

第7回

シニア部
古尾谷莉奈
（佐々木三夏バレエアカデミー）

児童 1部
吉田くるみ
（Studio UBA）

児童 2部
陶山　湘
（あやこ ballet studio）

児童 3部
佐合あこ
（L'espoir de ballet）

ジュニア部
番場香桃
（長野バレエ団）

2017 年 3月 29日（水）・30日（木）
会場 : 長野市芸術館　メインホール







◆男性◆女性

参加申込書へ曲名を記入する際には、下記を参考にご記入下さい。
下記に記載のない曲も、簡潔に記入をお願いします。

◆お申し込み
　お問い合わせ先

e-mail: info@nagano-concours.jp　　
http://www.nagano-concours.jp

〒380-0802　長野県長野市上松 1-5-11
TEL:026-234-5887          FAX:026-234-8330

実行委員長　　倉島照代
副実行委員長　倉島彩納

曲名の書き方 曲名の書き方
アルレキナーダ アルブレヒト
エスメラルダ 海と真珠
オデット姫 エスメラルダ
オーロラ姫　1幕・3幕 海賊
海賊 くるみ割人形　王子
海賊　パ・ド・トロワ　 コーラス
ガムザッティ グラン・パ・クラシック
キトリ　1幕・3幕 サタネラ
キューピッド シルヴィア
グラン・パ・クラシック ジェームス
黒鳥 ジークフリート王子
金平糖 ゼンツァーノの花祭り
サタネラ ソロル
ジゼル1幕・2幕 タリスマン
シルヴィア チャイコフスキー　パ･ド･ドゥ
スワニルダ1幕・3幕 ディアナとアクティオン
ゼンツァーノの花祭り デジレ王子
タリスマン 白鳥の湖　パ・ド・トロワ　
チャイコフスキー　パ･ド･ドゥ パキータ
ディアナとアクティオン バジル
ドルシネア姫 パリの炎
ドン･キホーテ3幕　ソリスト フランツ
白鳥の湖　パ・ド・トロワ ブルーバード
パキータ　エトワール ペザント　第1・第2
パキータ　ソリスト
パキータ　パ・ド・トロワ
パリの炎
フロリナ王女
ペザント
宝石　
森の女王
ラ･バヤデール　影の王国ソリスト
ライモンダ　1幕・2幕・3幕
リーズ
松の精・桜の精・カーネーションの精
カナリア・とねりこ・リラの精

（予定）　　※変更になることもございます
　　折井　元子 深沢　由美 高橋　有里　　 石澤　沙羅 鈴木　恵美 伊東　由香 
 佐藤　瑛子 百瀬　桃子 大橋　悦子　　 和光智恵子 美斉津和子　　 ( 敬称略・順不同）　　



※出来るだけ、スタジオ毎に取りまとめて郵送して下さい。

※申込み日付記入済みのコピーを1部手元に保存しておいて下さい（コンクール当日まで）

　※用紙が足りない場合はこの用紙を同サイズにコピーしてご使用ください。

　※応募者の個人情報は、コンクール事務局にて厳重に管理し、本コンクール以外では使用いたしません。

第8回　　　　　　　　　　　　　　申込用紙
受付期間 2016年10月1日（土）～12月30日（金）

フ リ ガ ナ どちらかに○

出出場場者者氏氏名名 男・女

フ リ ガ ナ
出出場場者者住住所所
電電話話・・ＦＦＡＡＸＸ

生生 年年 月月 日日 西暦　

学学年年・・年年齢齢

部部 門門 児童１ 児童２ 児童３ ジュニア シニア  （○印で囲む）

Time

　　分　　　秒

音音ののキキッッカカケケ 音先 板付き キッカケあり（○印で囲む）

舞舞台台へへのの出出 上手より 下手より （○印で囲む）

出出演演順順票票等等のの
郵郵 送送 先先 出演者住所 指導者住所 （○印で囲む）

審審査査デデーータタ希希望望 する（2000円） しない （○印で囲む）

フ リ ガ ナ

所所属属団団体体名名

フ リ ガ ナ

指指 導導 者者 名名

フ リ ガ ナ

携帯 e-mail

〒　　　-

曲曲 題題 名名

小　　　　中　　　　高　　　　年生　　　　　年齢　　　才（申込時）

TEL　(         ) FAX　(      )

指指導導者者住住所所
電電話話・・ＦＦＡＡＸＸ

〒　　　-

TEL　(         ) FAX　(      )

（郵送先が指導者
　住所の場合、
　記入不要です） 

※別紙曲名の書き方を
　参考にして下さい



受付期間
2016年10月1日（土）～12月30日（金）第8回　　　　　　　　　　　　　申込用紙(スタジオ毎、複数申し込み用）

※参加料15000円×人数分と、データ代（希望者のみ）2,000円×人数分は、スタジオ毎に取りまとめてお振込下さい。
　振込はスタジオ名でお願い致します。
※応募者の個人情報は、コンクール事務局にて厳重に管理し、本コンクール以外では使用致しません。
※申込み日付記入済みのコピーを1部手元に保存しておいて下さい（コンクール当日まで）

※スタジオで複数参加者がある場合は、この用紙でお申し込み頂いても結構です。用紙が足りない場合は同サイズにコピーして下さい
※この用紙での申込は、書類送付先は全てスタジオ宛となります。

　　　　枚中　　枚目
    合計　　申込  　　名分　　　　　円
　　　データ希望　　名分　　　　　円
全合計振込金額　　　　　　　　　　円

フ リ ガ ナ フ リ ガ ナ フ リ ガ ナ
〒　　　-

TEL　(         )　　　　　　　　FAX　(      )
携帯 e-mail

指導者住所
電話・ＦＡＸ

所 属 団 体 名 指導者名

（該当箇所 全てに○印をお願いします）

部門 生年月日 学齢・年齢(申込時） 曲題名 Time 音のキッカケ 舞台への出 審査データ
希望出場者

�		
	�

氏名

あり・なし

あり・なし

あり・なし

あり・なし

あり・なし

男
・
女

男
・
女

男
・
女

男
・
女

男
・
女

あり・なし

あり・なし

音先・板付・キッカケ 上手・下手

上手・下手

あり・なし

音先・板付・キッカケ
　分　秒

児童１・２・３
ジュニア・シニア 西暦　　　年　　月　　日 小・中・高　　　　年生

年齢　　　　　　才 　分　秒

�
児童１・２・３
ジュニア・シニア 西暦　　　年　　月　　日 小・中・高　　　　年生

年齢　　　　　　才

小・中・高　　　　年生
年齢　　　　　　才

�

音先・板付・キッカケ 上手・下手

児童１・２・３
ジュニア・シニア 西暦　　　年　　月　　日 小・中・高　　　　年生

年齢　　　　　　才 音先・板付・キッカケ

�
児童１・２・３
ジュニア・シニア 西暦　　　年　　月　　日 小・中・高　　　　年生

年齢　　　　　　才

上手・下手�

�
児童１・２・３
ジュニア・シニア 西暦　　　年　　月　　日

�
児童１・２・３
ジュニア・シニア 西暦　　　年　　月　　日 小・中・高　　　　年生

年齢　　　　　　才 音先・板付・キッカケ
男
・
女

上手・下手

�
児童１・２・３
ジュニア・シニア 西暦　　　年　　月　　日 小・中・高　　　　年生

年齢　　　　　　才 　分　秒

　分　秒

男
・
女

男
・
女

�
児童１・２・３
ジュニア・シニア 西暦　　　年　　月　　日 小・中・高　　　　年生

年齢　　　　　　才 音先・板付・キッカケ

　分　秒

　分　秒

　分　秒

　分　秒

上手・下手音先・板付・キッカケ

音先・板付・キッカケ 上手・下手

上手・下手



実行委員長　倉島照代

後　　援

協　　力

主　　催

長野県・長野市
長野市教育委員会・長野県芸術文化協会
ＳＢＣ信越放送・ＮＢＳ長野放送

ＴＳＢテレビ信州・abn長野朝日放送
週刊長野新聞社・長野市民新聞社
松本平タウン情報・長野日報社
INC長野ケーブルテレビ

FM長野・FMぜんこうじ ( 順不同）

長野舞台

共　　催
信濃毎日新聞社


