
賞 氏名 都道府県
第1位 榑松 凛心 千葉県
第2位 田原 歩華 東京都
第3位 古川 音寧 茨城県
第4位 石川 莉緒 茨城県
第5位 鈴木 凛 茨城県
第6位 佐川 大翔 茨城県
入賞1 宮坂 若奈 茨城県
入賞2 桐山 千歳 茨城県
入賞2 出羽 真麻 東京都
入賞2 青柳 莉杏 茨城県
入賞3 佐藤 希穂 千葉県

南 七海 千葉県
髙橋 百花 茨城県
中田 実里 茨城県
岸 くるみ 茨城県
中野 結萌 茨城県
西山 凛 茨城県
大槻 日夏 茨城県
大繩 桜子 茨城県
栗林 美侑 茨城県
若杉 優花 東京都
船橋 歩乃佳 茨城県
岩瀬 心音 茨城県

クラシックジュニア1部門

奨励賞



沼田 ましろ 比留間 沙名
渡辺 陽向 萩 亮香
市村 亜由美 粟野 昊
五十棲 輝
亀井 陽加 王 幸花
小谷野 玲南 芳賀 文音
落合 香奈江 酒寄 莉央
村田 まどか 海老澤 蒼唯

クラシックジュニア1部門

ローズ賞

プチローズ賞



賞 氏名 都道府県
第1位 大山 奏乃 茨城県
第2位 鮏川 莉桜 東京都
第3位 丸岡 奈央 茨城県
第4位 茂木 璃子 千葉県
第5位 佐々木 雄太 茨城県
第6位 渡邊 晴南 茨城県
入賞1 三津橋 愛心 茨城県
入賞2 樋口 美怜 千葉県
入賞3 齊藤 絵真 千葉県
入賞4 塙 里桜 茨城県

西澤 琴音 茨城県
塩 彩花 茨城県
堀田 美来 東京都
末吉 萌々華 千葉県
佐藤 有衣 東京都
山下 璃子 茨城県

クラシックジュニア2部門

奨励賞



多田出 莉子 佐藤 亜衣梨
緑川 明衣 青山 栞奈
田村 真苗 森田 倫加
中村 小夜音 戸井 七瑞
佐藤 栞暖
高橋 真花 蔡 宙奈
松本 菫 市村 清葉

クラシックジュニア2部門

プチローズ賞

ローズ賞



賞 氏名 都道府県
第2位 渡邉 栞那 茨城県
第3位 三輪 記子 茨城県
第5位 牛丸 鈴花 茨城県
第6位 岡野 七海 茨城県
入賞１ 石崎 楓華 千葉県
入賞２ 薄井 暖奈 東京都

仲田 留奈 茨城県
鷲尾 智美 東京都
岡﨑 毬紗 茨城県

小室 華凛 矢口 加菜
髙橋 優里乃

奨励賞

クラシックジュニア3部門

ローズ賞



賞 氏名 都道府県
第1位 長島 弘奈 千葉県
第2位 中茎 夏美 茨城県
第3位 奥山 晴香 茨城県
第4位 須﨑 瑠光 茨城県
第5位 齋藤 聖奈 茨城県
第6位 鈴木 眞央 茨城県
入賞1 木村 仁美 茨城県

西澤 花梨 茨城県
稲垣 那奈子 東京都

クラシックシニア部門

奨励賞



賞 氏名 都道府県
第1位 高橋 奏羽 東京都
第2位 榑松 凛心 千葉県
第3位 木村 椛 東京都
第4位 笠井 優夏 東京都
第4位 加藤 風花 東京都
第6位 津田 桃花 東京都
入賞1 安部 三理 埼玉県
入賞2 大島 優音 東京都
入賞2 池内 せり 愛知県

遠峰 桜空 茨城県
宮脇 明咲 東京都
田原 歩華 東京都
土屋 美波 東京都
漆﨑 李歩 埼玉県
田所 里茉 東京都

小林 古和 市原 心
岸端 瑚子 久保田 愛梨
宮内 咲絵
鈴木 希海 中西 凛
小森 琉叶 太田原 綾果
鈴木 凛 岩崎 萌心慈

プチローズ賞

奨励賞

ローズ賞

モダンジュニア1部門



賞 氏名 都道府県
第1位 西山 叶和子 東京都
第1位 中西 心美 東京都
第3位 中村 美咲 埼玉県
第4位 土屋 富美 東京都
第5位 大山 奏乃 茨城県
第6位 岩倉 美月 東京都
入賞1 藤田 珠里 埼玉県
入賞2 倉光 那奈 愛知県
入賞3 小野山 輝 埼玉県
入賞3 阿南 凜桜 東京都

宮後 珠実 東京都
山内 稀恵 愛知県
吉村 心美 秋田県
近藤 花音 愛知県

髙井 咲来 中澤 凜
望月 めい 佐藤 花
茂木 璃子 村田 栞緒
舟洞 早恵 田中 咲希
福本 あいり 市村 清葉
熊田 葵 上田 愛珠
福田 紗那 宇都木 咲
大根田 汐音

ローズ賞

プチローズ賞

モダンジュニア2部門

奨励賞



賞 氏名 都道府県
第1位 原 菜々子 埼玉県
第2位 石井 咲夏 埼玉県
第4位 田村 ましろ 東京都
第5位 井本 遥 東京都
第6位 渡邉 栞那 茨城県

鈴木 花楓 埼玉県
三輪 記子 茨城県

安立 彩南 岸 美羽
大島 由愛葉 上原 葉月

奨励賞

ローズ賞

モダンジュニア3部門



賞 氏名 都道府県
第1位 鈴木 彩葉 埼玉県
第2位 鈴木 眞央 茨城県
第3位 高桑 奈津希 茨城県
第5位 宮 奨 北海道
第6位 板橋 玲奈 埼玉県
第6位 久保田 千恵 茨城県

佐藤 美桜 東京都
長島 弘奈 千葉県
佐藤 彰展 埼玉県
大山 雅文 東京都

ローズ賞 岸田 真奈 田島 明理

奨励賞

モダンシニア部門



賞 都道府県
藤田 玲奈 井上 彩音
井上 琴音 中村 美咲
小野山 輝 藤田 珠里
稲垣 ゆい果
津田 桃花 大島 優音
高橋 奏羽 土屋 美波
中西 凛　
福本 あいり 田原 歩華
岸端 瑚子

モダンアンサンブル部門
氏名

第1位 埼玉県

第2位 東京都

第3位 東京都



特別賞

賞 氏名 都道府県

茨城県知事賞 西山 叶和子 東京都

大山 奏乃 茨城県

中西 心美 東京都

つくば市長賞 榑松 凛心 千葉県

茨城新聞社賞 高橋 奏羽 東京都

長島 弘奈 千葉県

原 菜々子 埼玉県

田原 歩華 東京都

鈴木 彩葉 埼玉県

高桑 奈津希 茨城県

渡邉 栞那 茨城県

佐川 大翔 茨城県

茨城県教育委員会教育長賞

全国つくば洋舞コンクール審査員長賞

茨城県洋舞踊協会会長賞

ホテル日航つくば賞


