2022年7⽉20⽇(⽔) めぐろパーシモンホール ⼤ホール
★アクセス→電⾞：東急東横線【都⽴⼤学駅】
より徒歩7分
★駐⾞場の台数が⾮常に少ないため、
公共交通機関のご利⽤をお願いいたします。
★コロナ禍による政府の⽅針等、
やむを得ない状況により時間などの変更の場合があります。

開演１４：００
（Night live スペシャルガラ １８：３０〜）
【実行委員長】
【特別アドバイザー】 【チーフプロデューサー】
Producer chief
Special Advisor

未来の若者達に素敵な舞台を

〜A wonderful stage for future young people〜

【顧問・相談役】
Consultant

【芸術監督】
Art supervision

三谷 恭三

多々納 みわ子

才能溢れるジュニアダンサーが世界へ翼を広げていけますように···
という想いからプロ、
アマ問わずジャンルを超えた、
「ダンスの融合、
ダンスの発展、
ダンスの発信」
をテーマに、
世界へ翼を広げるアーティストダンサーの登⻯⾨的存在となる事を願って・・・。
国際バレエフォーラムから引率した⽇本各地からの⽣徒達が300名を超えました。
天舞東京公演で『REUNION〜同窓会ステージ〜』
を開催いたします。

Steﬃ Scherzer

舞原 美保子

スイス国立 チューリッヒダンスアカデミー校長
Tanz Akademie Zürich

Altneu アルトノイ

酒井 はな

島地 保武

元 バーミンガムロイヤルバレエ団

佐久間 奈緒

厚地 康雄

牧阿佐美バレヱ団

50音順・敬称略

篠原聖一プロデュース作品

谷桃子バレエ団

［演出・振付 ］

浅田 良和

荒井 英之

檜山 和久

篠原 聖一

シンフォニーバレエスタジオ

エストレーラバレエ

谷桃子バレエ団

永橋 あゆみ

西島数博プロデュース作品

今井 智也

バレエシャンブルウエスト

柴田 実樹

川口 まり

西島 数博

ハンガリー国立バレエ団

石原 朱莉

村井 鼓古蕗

Super Exhibition

田中 月乃 チューリッヒTANZアカデミー
ローザンヌ国際バレエコンクール2022 2位入賞
ベスト・スイス賞

阿部 美雪

早川 侑希

若林 侑希

清田 元海

チケット好評発売中
料金 （全席指定席） S 席 8,000 円 A 席 6,000 円 B 席 4,000 円
【チケット取扱い】チケットのご購入は、各種プレイガイドをご利用くださいませ。
●チケットぴあ
（Pコード：511ー521）

日髙 有梨

ﾗｸﾞﾜｽﾚﾝ・ｵﾄｺﾞﾝﾆｬﾑ

●ローソンチケット
（Ｌコード：33605） ●イープラス （https://eplus.jp/）

天満

天 神 バ レ エ ＆ ダ ン ス フェ ス ティバ ル

Performance Stage
第6回 東京公演2022

東京公演は 2019 年、外務省後援をいただき、バレエ団 6 団体の御出演をいただき、盛会に幕を下ろしました。感謝申し上げます。
この度、東京公演 2022 の開催が決まりましたこと御案内申し上げます。
ひとり、ひとりの心に響く舞台を目指して創りあげていく所存でございます。国際バレエフォーラム卒業生の同窓会ステージ。
国境を越え、各国でのバレエ研修、海外で活躍する生徒達、海外研修での多くの経験を生かし、今新たに志しを立て、バレエに邁進し
ている生徒達、そんな「国際バレエフォーラム卒業生」が思い出を胸に心を込めて舞を披露いたします。

Performance Stage（多彩なジャンルのダンスパフォーマンスステージ）
REUNION〜同窓会ステージ〜（国際バレエフォーラム パフォーマンスステージ）
Pure Stage ガラ（The stage of a pure dancer developing）
Super Exhibition（ローザンヌ国際バレエコンクール2022 2位⼊賞、ベスト・スイス賞受賞の⽥中⽉乃出演）
Night live スペシャルガラ（♬響き合う個性♬ アーティストダンサーの饗宴）
ArK Dance Company／インターナショナルバレエ武蔵⼩杉／シンリードゥバレエスタジオ／鈴⽊直敏・恵⼦バレエスクール

Performance
Stage

多々納みわ⼦バレエスタジオ／バレエブランアート東京＆福岡スタジオ／松村優⼦バレエクラス

※50音順・敬称略

REUNION
同窓会ステージ

奥田 美瑠

玉井 千乃

中村 梨乃

林 美羽

久富 礼子

平田 あおい

カイロ国立バレエ団
みゆきバレエスタジオ

Poznan Opera Ballet

中村和子バレエスタジオ

Royal Ballet School of Antwerp
小原芳美バレエスタジオ

谷桃子バレエ団セカンドアーティスト

Compagnie chorégraphique
François Mauduit, Junior
company

大塚 アリス

今井 智也

小野 誠

待山 貴俊

谷桃子バレエ団

Makoto ballet studio主宰

Poznan Opera Ballet

※50 音順・敬称略

Pure Stage
ガラ
The stage of a pure dancer developing

石本 晴子

大賀 比菜

船附菜穂美バレエスタジオ

元NBAバレエ団/
バレエブランアート東京スタジオ主宰
&福岡スタジオバレエミストレス

中谷 彩琉

西村 明莉

大木 満里奈

西村 仁美

岡村 弥玖

梶川 リり

S.S dance company

多々納みわ子バレエスタジオ

根本 佳奈

S.S dance company

Ballet Studio PRELUDE

松浦 景子

向井 萌

山本 晴美

吉田 裕香

吉本興業

S.S dance company

元NBAバレエ団

船附菜穂美バレエスタジオ

キム セジョン

刑部 星矢

香野 竜寛

東京シティ･バレエ団

NBAバレエ団

川田 乙葉

岸田 あずさ

周東 早苗

YOKOクリエイティブバレエ YOKOクリエイティブバレエ S.S dance company主宰

白鳥 萌

鈴木 結花

S.S dance company

S.S dance company

野田 美礼

畑 起理子

平田 綾乃

舞原 愛子

舞原 聖子

前場 加容香

インターナショナルバレエ武蔵小杉主宰

アルテローザバレエスクール

S.S dance company

Ballet Studio PRELUDE

Ballet Studio PRELUDE主宰

YOKOクリエイティブバレエ

ヤロスラフ サレンコ

田中 陣之介

土橋 冬夢

芳賀 望

バレエスタジオハイリリィ

東京シティ･バレエ団
インターナショナルバレエ武蔵小杉

元新国立劇場バレエ団

※50 音順・敬称略

※やむをえない事情により出演者が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

【お問合わせ】
パフォーマンス・ステージ天満・天神バレエ＆ダンスフェスティバル事務局
〒530-0041 ⼤阪市北区天神橋2-1-20
performance.stage@gmail.com

【公式HP】

東京公演2022

豪華出演者達による、
スペシャルステージ。⾒どころ盛りだくさんです。
どうぞご期待くださいませ。

