ルクール・ド・バレエ・いわきの歩み
Xmas会
東松山/発表会
深谷/発表会
Xmasおさらい
1992
3月3日 東松山市 リンツビル内にル・クール・ド・バレエ・いわき開設
7月18日 東松山市 サンバカーニバルに参加 第3位受賞
12月20日 第1回クリスマス おさらい会 リンツスタジオ内
1993 8月15日 第1回東松山教室発表会 東松山文化会館
12月19日 第２回クリスマス おさらい会 東松山文化会館
1994 12月17日 第３回クリスマス おさらい会 東松山文化会館
1995 6月25日 第２回東松山教室発表会 東松山文化会館
12月9日 第４回クリスマス おさらい会 中央公民館
1996 12月8日 第３回5周年記念東松山教室発表会 東松山文化会館
1997 12月7日 第５回クリスマス おさらい会 東松山文化会館
12月14日 主催 埼玉県北部バレエ連絡協議会（ＮＳＢバレエシアター）
｢胡桃割り人形｣に公演参加 埼玉県熊谷会館
12月23日 主催 埼玉県北部バレエ連絡協議会（ＮＳＢバレエシアター）
｢胡桃割り人形｣公演参加 彩の国さいたま芸術劇場大ホール
1998
5月3日 東松山市 子供祭り参加 ｢太鼓｣ 白坂子供太鼓と共演
6月14日 ＮＢＡバレエ団主催｢ジゼル｣公演参加 彩の国さいたま芸術劇場大ホール
6月28日 第４回東松山教室発表会 東松山文化会館
12月6日 第６回クリスマス おさらい会 東松山文化会館
1999
4月3日 森林公園 さくら祭り参加 ｢太鼓｣ 白坂子供太鼓と共演
5月2日 東松山市 子供祭り参加 ｢太鼓｣ 白坂子供太鼓と共演
6月6日 深谷教室Ｌ・フォルテ内に開設
10月15日 ＮＢＡバレエ団主催バレエ・コラージュ参加 参加作品｢スタイル｣
12月12日 第５回東松山教室発表会 熊谷文化創造館太陽のホール
2000
4月3日 東松山市 子供祭り参加 ｢太鼓｣ 白坂子供太鼓と共演
5月4日 ＮＢＡバレエ団主催第６回スプリング・バレエ・フェスティバル参加
参加作品｢エチュード｣
11月3日 東松山市主催 スリーデーマーチ参加 ｢太鼓｣白坂子供太鼓と共演
12月16日 ＮＢＡバレエ団主催｢胡桃割り人形｣公演参加 五反田ゆうぽうと
12月24日 第７回クリスマス おさらい会 熊谷文化創造館月のホール
2001 4月29日 東松山市 子供祭り参加 白坂子供太鼓と共演
6月24日 第６回10周年記念発表会 熊谷文化創造館太陽のホール
開設10周年記念公演 ｢ラ・シルフィールド｣全幕 バレエコンサート
特別出演 渡部美咲･堀内充･森本由布子･正木亮羽･伊藤京子･柴野さつき
12月16日 第８回クリスマス おさらい会 熊谷文化創造館月のホール
2002 5月26日 ＮＢＡバレエ団主催第８回スプリング・バレエ・フェスティバル参加
参加作品｢ＹＯＵＴＨ ＩＭＰＲＥＳＳＩＯＮ｣
10月21日～11月Ⅰ日 ＮＢＡバレエ団主催｢ロシア公演｣
岩木団次出演
12月8日 第７回発表会 東松山市民文化センター
2003
5月3日 第９回スプリング・バレエ・フェスティバル参加
参加作品｢ＪＯＧ・ＳＹＭＰＨＯＮＹ｣ イエローリボン賞受賞
11月22日 主催 伊藤京子・岩木団次・志村昌宏 ＩＳＩバレエスパークス
第１回公演｢胡桃割り人形｣公演参加 和光市民文化センター 大ホール
12月7日 第９回クリスマス おさらい会 東松山市民文化センター
2004
5月1日 第１０回スプリング・バレエ・フェスティバル参加
参加作品｢ラ・シルフィールド｣第２幕 イエローリボン賞受賞
7月4日 第１回深谷教室発表会 深谷市民文化会館小ホール
7月11日 第８回東松山教室発表会 東松山市民文化センター
11月4日 深谷教室 深谷スタジオ新設オープン
12月26日 第１０回クリスマス おさらい会 東松山市民文化センター
2005 3月13日 ＮＢＡバレエ団主催｢胡桃割り人形｣公演参加 所沢市民文化センター
4月10日 ＮＢＡバレエ団主催 第１１回スプリング・バレエ・フェスティバル参加
参加作品｢遠い記憶｣ パープルリボン賞受賞
7月10日 第２回深谷教室発表会 深谷市民文化会館大ホール
11月30日 鈴木諒がユース・アメリカ・グランプリ(YAGP)日本予選にて
トップ１２に選ばれニューヨーク決選進出
スカラーシップとしてＡＢＴサマーインテンシブ受賞
12月23日 第９回東松山教室発表会 東松山市民文化センター
2006

2006

1月9日 ＮＢＡバレエ団主催 第９回全国バレエコンクール
土橋冬夢(高校生の部) 第６位の４
4月9日 ＮＢＡバレエ団主催第１２回スプリング・バレエ・フェスティバル参加
参加作品｢ザ・グリズン｣ グリーンリボン賞受賞
参加作品｢マーチ｣ グリーンリボン賞受賞
4月18日 ４月２５日までＹＡＧＰニューヨーク・ファイナル決選に鈴木諒が出場
YAGP主催 ガラ公演に出演参加 ＮＹ・シティ・センター劇場
7月16日 第３回深谷教室発表会 深谷市民文化会館大ホール
7月30日～8月18日 鈴木諒
ＹＡＧＰスカラーシップ・ＡＢＴサマーインテンシブに参加
鈴木諒 ＡＢＴサマーインテンシブ公演に出演
アーバイン・バークレイ劇場（カリフォルニア）
11月1日 東松山教室 東松山スタジオ新設オープン
12月10日 第１１回クリスマス おさらい会 東松山市民文化センター
2007
7月8日 第１０回15周年記念東松山教室発表会 東松山市民文化センター
7月16日 第４回深谷教室発表会 深谷市民文化会館大ホール
8月4日 全国ジュニアバレエコンクールジャパングランプリ(JGP)2007に参加
神奈川県 グリーンホール相模大野
土橋冬夢 奨励賞とスカラーシップ賞
(North Carolina School of the Arts/2008サマー)を受賞
鈴木諒 奨励賞とスカラーシップ賞
(English National Ballet/2008サマー)を受賞
12月24日 第１２回Ｘｍａｓ おさらい会 東松山市民文化センター
2008
4月6日 ＮＢＡバレエ団主催 第１４回ＮＢＡ｢スプリング･バレエフェスティバル｣に参加
参加作品｢シンメドホス｣ パープルリボン賞受賞
参加作品｢ゲンゲノ オキノ タウエ｣ グリーンリボン賞受賞
6月13日 岩木団次先生命日
6月18日 岩木団次先生葬儀・告別式
6月22日 土橋冬夢 6月22日～7月27日ノースカロライナ・スクール
・オブ・アーツにスカラーシップ賞で短期留学
7月13日 加藤聖来・渡辺麻友 サウスランドバレエアカデミーサマーインテンシブ
2008に参加 7月13日～7月27日短期留学
7月20日 鈴木諒 7月20日～7月27日イングリッシュ・ナショナル・バレエ学校に
スカラーシップ賞で短期留学
7月20日 第５回10周年記念深谷教室発表会
～岩木団次追悼発表会～深谷市民文化会館大ホール
7月31日 第2回Prix du Ｊapon エデュケーショナル・バレエ・コンクール参加
土橋冬夢 シニアの部第三位受賞
及びハンガリーバレエアカデミー2年間スカラシップ受賞
鈴木諒
ジュニアの部第三位受賞
伊藤莉子
ジュニアの部Merit Award for Untiring Effort 賞受賞
8月6日 全国ジュニアバレエコンクールジャパングランプリ(JGP)2008に参加
鈴木諒
ジュニアＡの部入選
及びヒューストンバレエ学校1年間スカラシップ受賞
10月6日 土橋冬夢 ハンガリーバレエアカデミー2年間スカラシップ賞にて留学
10月10日 鈴木諒
ヒューストンバレエ学校1年間スカラシップ賞にて留学
10月17日 伊藤莉子
ボリショイバレエ学校1年間留学
12月14日 第１１回東松山教室発表会～岩木団次追悼発表会～ 東松山市民文化センター
12月21日 第1回深谷教室Xmas会 深谷スタジオ
2009 5月10日 ＮＢＡバレエ団主催第15回10周年記念スプリング・バレエ・フェスティバル参加
参加作品｢ＹＯＵＴＨ ＩＭＰＲＥＳＳＩＯＮ｣
グリーンリボン賞受賞
6月9日 岩木団次先生一周忌法要
７月２９日３０日 第3回Prix du Ｊapon エデュケーショナル・バレエ・コンクール参加
土橋冬夢 シニアの部第四位受賞・審査員特別賞受賞
及びハンガリーバレエアカデミー１年間スカラシップ受賞
室岡沙由季
シニアの部第七位受賞
松本朋也
ジュニアＡの部第七位受賞
9月 鈴木諒 ヒューストンバレエ学校で1年間優秀な成績を修め、
HBⅡの試験に合格し、2010年のシーズンをHBⅡの団員として活躍する
9月 伊藤莉子 ベラルーシバレエ学校に9月より2年間留学する
12月23日 第6回深谷教室発表会 深谷市民文化会館大ホール

2009 12月27日 第1回東松山教室studioパフォーマンス＆Xmas会 東松山スタジオ
2010 1月3日～8日 ＮＢＡバレエ団主催 第13回全国バレエコンクール
松本朋也（中学生男性の部）奨励賞
渡辺麻友（高校生女子の部）奨励賞
4月4日 ＮＢＡバレエ団主催 第１6回ＮＢＡ｢スプリング･バレエフェスティバル｣に参加
参加作品｢クラシック・マーチ｣
イエローリボン賞受賞
6月13日 岩木団次先生三回忌法要
6月30日 土橋冬夢 ハンガリーバレエ学校公演で優秀な成績を修め卒業する
7月11日 新井大祐 ロシア国立ワガノワ・バレエ・アカデミー オーディションに合格
入学許可を得9月より1年間留学する
7月18日 第１2回東松山教室発表会 東松山市民文化センター
8月２日～５日 松本朋也 JGP(ジャパン・グランプリ) スカラシップ賞受賞
Pittsburgh Ballet Theatre School(Summer Program)
8月5日 第2回FLAPバレエコンクール
渡辺麻友（シニアの部）優秀賞
12月26日 第１３回Ｘｍａｓ おさらい会
東松山教室＆深谷教室合同 東松山市民文化センター
2011 1月4日～9日 ＮＢＡバレエ団主催 第14回全国バレエコンクール
渡辺麻友（高校生女子の部）奨励賞
2月28日 第11回オール ジャパン バレエ ユニオン（AJBU) 全国バレエコンクール
渡辺麻友（シニアの部）努力賞
室岡沙由季（シニアの部）奨励賞
松本朋也（ジュニアⅠの部）奨励賞
4月3日 第2回クリエ全国バレエコンクール
渡辺麻友（ＪＣ部門）努力賞
4月 室岡沙由季 K-BALLET COMPANYオーディションに合格し準団員となる
4月 土橋冬夢 ＮＢＡバレエ団員となる
4月 加藤聖来 ＮＢＡバレエ団オーディション合格し研究生となる
4月 渡辺麻友 ＮＢＡバレエ団オーディション合格し研究生となる
4月10日 ＮＢＡバレエ団主催 第１７回ＮＢＡ｢スプリング･バレエフェスティバル｣に参加
参加作品｢Jounetsu Tairiku｣～生きるチカラ～ 振付：活田美之
レッドリボン賞受賞
6月5日 ベラルーシバレエ学校を優秀な成績で6月に卒業
同時に3月よりベラルーシ国立バレエ団に入団ソリストとして活躍中
9月公演では｢ジゼル｣全幕の主役を務める
7月17日 第7回深谷教室発表会 深谷市民文化会館大ホール
8月3日～5日 第3回 FLAP全国バレエコンクール
松本朋也（シニア部）第10位
9月 鈴木諒 シンガポールバレエ団オーディションに合格しソリストとして活躍中
12月25日 第１3回20周年記念東松山教室発表会 東松山市民文化センター（ホール）
「ドンキ・ホーテ」全幕・バレエコンサート・クラス作品他
20周年記念 東松山教室＆深谷教室合同Xmas会 東松山市民文化センター
2012
4月8日 NPO法人ＮＢＡバレエ団主催
第18回ＮＢＡ｢スプリング･バレエフェスティバル｣に参加 なかのZERO大ホール
参加作品｢エチュード｣ 振付：岩木団次
グリーンリボン賞受賞
8月1日～3日 第3回横須賀国際バレエコンクール（横須賀芸術劇場大ホール）
松本朋也（ジュニアBの部）奨励賞
西本茉利子（ジュニアBの部）奨励賞
8月7日～9日 第5回FLAP全国バレエコンクール2012夏（かめありリリオホール）
西本茉利子（シニアの部）入選
12月23日 第8回深谷教室発表会 深谷市民文化会館大ホール
「ラ・シルフィード」・バレエコンサート・クラス作品他
同時開催 東松山教室＆深谷教室合同第14回Xmasおさらい会&Xmas会
深谷市民文化会館大ホール
2013 1月3日～8日 NPO法人ＮＢＡバレエ団主催 第16回NBA全国バレエコンクール
東京メルパルクホール
松本朋也（高校生男子の部）奨励賞
木村弥生（高校生女子の部）奨励賞
本間響（小学生の部）奨励賞

2013

7月21日 第14回東松山教室発表会 東松山市民文化センター（ホール）
「ジゼル」全幕・バレエコンサート・クラス作品他
7月25日 江戸川ﾊﾞﾚｴｼｱﾀｰ｢くるみ割り人形・全幕｣のｵｰﾃﾞｨｼｮﾝに
室岡沙由季･加藤聖来･渡辺麻友･風間研人の4名合格
8月5日～7日 第8回FLAP全国バレエコンクール2013夏（かめありリリオホール）
栗原柊（ジュニアの部）優秀賞
8月6日～10日 第11回全国ジュニアバレエコンクールジャパングランプリ(JGP)2013
木村弥生(ジュニアＡ部門) 入選、決戦進出
9月7日 木村弥生(17歳） 9月渡英
ﾛﾝﾄﾞﾝの｢Central School of Ballet｣のｵｰﾃﾞｨｼｮﾝに合格し３年間留学許可
9月17日 渡辺麻友 NBAﾊﾞﾚｴ団にて研究生から準団員に昇格
11月17日 第28回武蔵野シティバレエ定期公演｢ロミオ&ジュリエット｣の
ｵｰﾃﾞｨｼｮﾝにより加藤聖来･渡辺麻友2名合格し参加。
武蔵野市民文化会館大ホール
12月22日 ひがしまつやま芸術祭2013参加公演
東松山教室＆深谷教室合同第15回Xmasおさらい会&Xmas会
東松山市民文化センター
2014 1月26日 江戸川ﾊﾞﾚｴｼｱﾀｰ公演 ｢くるみ割り人形・全幕｣に
室岡沙由季･加藤聖来･渡辺麻友･風間研人の4名出演
江戸川区総合文化センター
2月8日 栗原柊(14歳) Kirov Academy of Ballet WDC(ｷｴﾌ ｱｶﾃﾞﾐｰ ｵﾌﾞ ﾊﾞﾚｴ ﾜｼﾝﾄﾝ)
2014 Ｓｕｍｍｅｒ Ｉｎｔｅｎｓｉｖｅ Programオーディションに合格
ｽｶﾗｰｼｯﾌﾟを戴き入学許可を得６月より6週間留学
2月13日 第14回ｵｰﾙ ｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾊﾞﾚｴ ﾕﾆｵﾝ コンクールにおいて、
栗原柊(14歳） （ジュニアⅡ部門）入賞受賞
4月5日 NPO法人ＮＢＡバレエ団主催
第20回ＮＢＡ｢20周年記念スプリングバレエフェスティバル｣に参加
なかのZERO大ホール
参加作品｢The Nutcracker Suite｣ 振付：岩木京子
レッドリボン賞受賞
6月29日 岩木団次先生七回忌法要
7月21日 第9回深谷教室発表会 深谷市民文化会館大ホール
「コッペリア」より抜粋・バレエコンサート・クラス作品他
7月25日 鈴木 諒
第1回札幌NBAジュニアバレエコンクール 高校生・シニアの部 第2位
「パリの炎よりヴァリエーション 」
8月13日 鈴木 諒
第4回かわさき全国バレエコンクール シニアの部 第2位
「パリの炎よりヴァリエーション 」
8月29日 第8回ザ･バレコン東京
栗原柊 男子ジュニア（MJ）部門 1位 「サタネラのヴァリエーション」
岩木京子先生 優秀指導者賞
10月21日 鈴木 諒 ニュージャージーバレエ入団 渡米
11月16日 第29回武蔵野シティバレエ定期公演
｢Neo-Moz-Art｣のｵｰﾃﾞｨｼｮﾝに渡辺麻友合格し参加。
武蔵野市民文化会館大ホール

12月28日 ひがしまつやま芸術祭2014参加公演
第15回東松山教室発表会 東松山市民文化センター（ホール）
「くるみ割り人形」より抜粋・バレエコンサート・クラス作品他
2015
3月1日 加藤聖来
ｵｰﾃﾞｨｼｮﾝによりバレエ シャンブル ウエストの正団員となる。
4月24日 加藤聖来
主催：ジャパン・ダンス・イノベーション 芸術監督 西島数博による公演
「ＰＲＥＭＩＵＭ ＤＡＮＣＥ ＧＡＲＡ」のｵｰﾃﾞｨｼｮﾝに合格し参加する。
メルパルクホール・東京
6月1日 鈴木 諒 ニュージャージーバレエ入団よりシャーロットバレエ団に移籍
NYでオーディションにより２００人の中から選ばれる。
6月7日 西本茉利子 Joffrey Ballet School入学 渡米(NY)
Joffrey Ballet School オーディションに合格し６月７日～7月２6日まで
NYC Ballet＆Jazz Summer Intensivesに参加する。

2015

7月31日 栗原柊
「第9回ザ・バレコン東京」に於いてエキシビション出演依頼により
昨年、男子ジュニア（MJ）部門 1位

8月8日 濱野七海

「サタネラのヴァリエーション」を踊る。

ロイヤルウィニペグバレエスクールに短期留学。

2015年カナダバレエサマースクール 8月8日～22日

8月15日 栗原柊・風間研人
主催：ＴＹバレエアカデミー「TYバレエコンサートVol.11」に参加。
江戸川区タワーホール船堀
8月16日 加藤聖来・渡辺麻友・土橋冬夢
主催：バレエＴＡＭＡ 共催：(公財)小平市文化振興財団
2015バレエＴＡＭＡ公演Ｖｏｌ．２１ 「コッペリア」全３幕に出演。
ルネこだいら(小平市民文化会館)大ホール
8月20日 栗原柊
東京シティ・バレエ団 第2回全国バレエコンペティション
ティアラこうとう大ホール
ジュニアＡ部門 第6位
8月28日 栗原柊
湘南バレエ・コンペティション
湘南台文化センター市民シアター
ジュニアＳ部門 みらい賞
8月30日 渡辺麻友
西島数博による新演出・振付のオーディションに合格し参加する。
平成27年度全国合同バレエの夕べ
関東支部「THE SWAN」～白鳥の湖より～
新国立劇場オペラパレス
9月7日 ヨガクラス開設/浅見恵先生によるヨガクラス開始。東松山スタジオ
10月1日 フラクラス開設/三木明美先生主催 カ パ フラ オ ケオラナニレフアより
インストラクター木暮ゆかり先生によるフラクラス開始。東松山スタジオ
10月6日 フラクラス開設/三木明美先生主催 カ パ フラ オ ケオラナニレフアより
インストラクター中里陽子先生によるフラクラス開始。深谷スタジオ
11月7日 プリマルシェイベントにバレエとフラで参加/プリーツ.Ｍ 東松山店内
11月18日 ユースアメリカグランプリ（ＹＡＧＰ）2016日本予選参加/18日～22日
兵庫県尼崎市・あましんアルカイックホール
ワシントン スクール オブ バレエ スカラーシップ賞受賞
12月13日 第10回深谷教室発表会＆第16回Xmasおさらい会
深谷市民文化会館 大ホール
12月17日 新東松山スタジオ完成・移転
2016 1月31日 新東松山スタジオ完成披露パーティー
3月19・20日 渡辺麻友
2016都⺠芸術フェスティバル参加公演に参加/東京⽂化会館・大ホール
「コンスタンチン・セルゲーエフ版 ‟眠れる森の美⼥” 全三幕」
5月27日 加藤聖来

「堀内 充 Ballet Collection 2016」公演に参加/めぐろパーシモンホール 大ホール

7月3日 高崎市新町商工会「新町七夕まつり」のイベントに参加/フラクラス初舞台
Ka Pā Hula O KeolaNaniLehua & Hui O Pumehana (ルクール・ド・バレエ・いわきフラクラス)
7月30日 第14回東京フラフェスタin池袋に参加/サンシャインシティB1噴水広場・
東池袋中央公園・池袋西口駅前広場3か所で踊る。
Ka Pā Hula O KeolaNaniLehua & Hui O Pumehana (ルクール・ド・バレエ・いわきフラクラス)
6月19日 栗原柊
ワシントン スクール オブ バレエ Summer intensive Program
6/19～7/24短期留学・期間中オーディションにより1年間留学許可受賞
8月2日 山下フェルナンダ・はるみ
第17回夏FLAPプレコンの部に参加。
8月３・４日 栗原柊
第14回全国ジュニアバレエコンクール・ジャパングランプリ2016出場
ボーイズＡ第2位-2受賞（予選パキータVa・決選タリスマン）
ニュージーランドバレエスクール短期スカラーシップ賞受賞
8月14日 栗原柊
佐藤崇有貴主催「AmourBalletバレエコンサートVol.12」に参加。
江戸川区タワーホール船橋 大ホール

9月22日 創立25周年記念 第16回東松山教室発表会 東松山市民文化センター（ホール）
クラス作品/バレエコンサート/「眠れる森の美女」より抜粋
10月30日 ユースアメリカグランプリ（ＹＡＧＰ）2017日本予選/26日～30日
SEMI-FINAL COMPETITION SENIOR Age 第2位 TOP6
Youth America Grand Prix New York City Finals出場決定
兵庫県尼崎市・あましんアルカイックホール
10月27・28日 渡辺麻友
武蔵野シティバレエ特別公演参加。武蔵野市民文化会館 大ホール
12月25日 第1７回東松山・深谷合同Xmasおさらい会 東松山市民文化センター（ホール）
1月3日～７日
2017
栗原柊
NPO法人ＮＢＡバレエ団主催 第20回NBA全国バレエコンクール
高校生男子の部 第2位受賞
東京メルパルクホール
1月9日 西本茉利子（洗足学園音楽大学在学）
洗足学園音楽大学第2回バレエコース本公演/牧阿佐美バレエ団クラス
『白鳥の湖』全幕公演に牧阿佐美バレエ団員と参加。
1月22日～23日 渡辺麻友
2017都⺠芸術フェスティバル参加公演に参加/東京⽂化会館・大ホール
『ラ･バヤデール』日本バレエ協会公演で初上演
改訂振付・演出：法村牧緒/振付指導：杉山聡美
2月12日 栗原柊・本間響

2016

川越市合唱連盟創立35周年記念演奏会／川越市提案型協働事業

グランドオペラの名合唱曲～バレエとオーケストラと共に～
川越市合唱連盟協力 『ダッタン人』に参加。
4月2日 ＮＢＡバレエ団主催 第23回ＮＢＡ｢スプリング･バレエフェスティバル｣に参加
参加作品『ラ・バヤデール 』より抜粋 グリーンリボン賞受賞
参加作品『Superstar』活田美之先生振付 グリーンリボン賞受賞
4月7日～14日 栗原柊
Youth America Grand Prix New York City Finals出場
Final Round進出DAVID H.KOCH THEATERで踊る。 TOP１２に選出された。
Houston Ballet Academy 短期留学許可。
5月3日～5日 本間響
第11回ザ･バレコン東京

Young Men（YM）部門 第３位受賞
岩木京子先生

「白鳥の湖3幕王子のヴァリエーション」

優秀指導者賞

5月7日 栗原柊
天満・天神バレエ＆ダンスフェスティバル
PERFORMANCE STAGE 東京公演2017～夜の部～エキシビションに出演
「タリスマン男性variation」
5月9日 東松山スタジオ
新書館「クララ」第52回みんなのお教室レポのコーナーの取材を受ける。
「クララ」7月号掲載。
5月14日 本間響
洗足学園音楽大学バレエコース「高校生ヴァリエーション2017」に
「フランツ」のヴァリエーションで出演。 洗足学園 前田ホール
5月20日 東松山＆深谷教室生徒
地元東松山お宝スマイル100第9回100円商店街お宝市に参加。
ぼたん通り商店街・ピオパークにてバレエパフォーマンスステージを披露。
5月22日～28日 栗原柊
Houston Ballet Academy 短期留学。
現地オーディションにより日本人はただ1人1年間の留学許可を得る。
9月より留学予定。
7月17日 第1１回深谷教室発表会/深谷市民文化会館 大ホール
バレエコンサート・フラクラスコンサート・「海賊」より抜粋/ゲスト・土橋冬夢
7月23日 ルクール・ド・バレエ・いわきフラクラス
第15回東京フラフェスタin池袋、参加。/サンシャインシティB1噴水広場・
東池袋中央公園・池袋西口駅前広場3か所で踊る。
Ka Pā Hula O KeolaNaniLehua & Hui O Pumehana (ルクール・ド・バレエ・いわきフラクラス)
７月30日～31日 福田望実
NBAバレエ団主催 第23回NBA全国プレコンクール参加。
なかのZERO大ホール
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8月1日 『ミスタードーナツ様、研修会Party EventオープニングPerformance Stage』
第38回フレンドシップ フェスティバル ヒルトン東京ベイ ソアラ ⅠⅡ
参加者： 風間彩花 関口妃菜
伊藤里帆 丸島恋奈 福田望実
丸島恋果 鈴木咲弥 本間響
風間研人 可知櫂
プログラム：１、ミッキーマウスマーチ
山下フェルナンダ・はるみ

２、『美女と野獣』よりOVERTURE
３、小さな世界
7月31日～ 栗原柊
サンフランシスコ・ガラ＆サウスランドサマーツアー2017の為渡米。
8月6日 サンフランシスコ・ガラ参加。タリスマン他を踊る。
8月7日～18日 ロサンゼルスにてサウスランドサマーツアー2017参加。タリスマン他を踊る。
8月19日 留学先の Houston Ballet Academy へ出発。1年間留学。
8月3日 渡辺麻友
全国合同バレエの夕べ 関東支部‟コッペリア”第3幕よりに出演
改定振付：中尾充宏 バレエミストレス：島村睦美
制作：日本バレエ協会関東支部
スワニルダ：榎本祥子 フランツ：清水健太
8月2日～4日 山下フェルナンダ・はるみ（ジュニア）/丸島恋奈（児童Ⅱ）
第21回FLAP全国バレエコンクール2017夏、参加。
かめありリリオホール
8月14日～15日 本間響
第3回エスポワール全国バレエコンクール参加。
シニアの部/奨励賞受賞。
きゅりあん大ホール
8月19日 濱野七海（高校生・シニア部門）/濱野愛純（中学生部門）
第1回スリーピング・ビューティー プレバレエコンクール参加。
濱野七海（高校生・シニア部門）最優秀賞受賞。
濱野愛純（中学生部門）奨励賞受賞。
大田区民プラザ 大ホール
8月20日 第6回東松山まちゼミ（得する街のゼミナール）主催：スマイルまちゼミ
後援：東松山市 東松山市商工会
初心者の為の大人子供バレエ・ストレッチ♡
ルクール・ド・バレエ・いわき東松山スタジオ内 時間：15：00～16：30
10月12日 東松山スタジオ フラクラス 新体制。
フラ講師：野口由美子クラス開始。
Nā Pua Nani Loa Ka Mea I Makalapua
(ナープア ナニ ロア カ メアイ マカラプア)
東松山教室フラクラス名 Houʻoli poe poe （ハウオリ ポエポエ）
10月28日 NPO法人ぷらっと東松山主催
第5回親子で歩こう！ハロウィンウオーク参加。
お菓子配布、リストバンド等で協賛。
11月4日 栗原柊
Houston Ballet Academy 学校公演「ソロナイト」に参加。
マーガレット・アレック・ウィリアムズ・ダンス・ラボヒューストン・バレエ・ダンス・センター

11月19日 渡辺麻友
第31回武蔵野シティバレエ定期公演参加。
武蔵野市⺠⽂化会館 大ホール

出演・ 演出・振付:風間無限 新版『くるみ割り⼈形』〜ドロッセルマイヤーと夢の国〜

12月10日 第17回東松山教室発表会開催。
ひがしまつやま芸術祭2017参加公演
東松山市民文化センター
12月16日 行田グリーンホームXmasイベントボランティア出演
山下フェルナンダ・ハルミ・福田望実・本間響
12月27日 西本茉利子
洗足学園音楽大学第３回バレエコース本公演に出演
『ジゼル』全幕 牧阿佐美バレエ団クラス、牧阿佐美バレエ団
洗足学園 前田ホール
2018
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本間響
NPO法人ＮＢＡバレエ団主催 第21回NBA全国バレエコンクール
高校生男子の部 第3位受賞
東京メルパルクホール
2月18日 第7回東松山まちゼミ（得する街のゼミナール）主催：スマイルまちゼミ
後援：東松山市 東松山市商工会
初心者の為の大人子供バレエ・ストレッチ♡
ルクール・ド・バレエ・いわき東松山スタジオ内

1月3日～8日

時間：15：00～16：00小学生以下

16：00～17：00大人中学生以上

3月26日 渡辺麻友
『Ballet Rose in Love Stories』に出演
バラで綴るバレエの恋の物語 演出・振付 伊藤範子
新宿文化センター 大ホール
4月1日 ＮＢＡバレエ団主催 第24回ＮＢＡ｢スプリング･バレエフェスティバル｣に参加
参加作品『coffret a bijoux』(コフレ ア ヴィジュー)
振付・指導岩木京子
パープルリボン賞受賞(芸術性の高い作品と認定されました。)
4月3日 可知櫂
第1回横浜バレエコンクール 参加者：可知櫂・丸島恋奈・福田望実・山下ハルミ
横浜市鶴見区民文化センターサルビアホール
小4・小5部門 第4位受賞
4月12日 渡辺麻友
『BALLET TRADITION』に出演
主催：バレエ・田北志のぶオフィス 芸術監督：アラ・ラーゴダ(キエフバレエ団）
後援：外務省・在日ウクライナ大使館・在日ロシア連邦大使館・
ロシア文化フェスティバル日本組織委員会
4月3日～4日 本間響
第6回 ジャパン ダンス コンペティション(JDC）
シニアの部 第4位受賞・奨励賞受賞・国内外スカラーシップ賞受賞
主催：公益財団法人 橘秋子記念財団ジャパンダンスコンペティション事務局
文京シビックホール 大ホール
後援：文京区
12月24日 第12回深谷教室発表会/深谷市民文化会館 大ホール (予定）
第18回東松山・深谷合同Xmasおさらい会 深谷市民文化会館 大ホール（予定）
2019
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