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菊陽サンリーアスパにバレエスタジオ設立

合志町ヴィーブルに教室移転

合志町主催ドレミの広場出演（ヴィーブル）

合志町主催ドレミの広場出演（ヴィーブル）
第1回ユリコバレエスタジオリサイタル（ヴィーブル）
「レッスン風景」「小品集」「くるみ割り人形より」

合志町主催ドレミの広場出演（ヴィーブル）

合志町主催ドレミの広場出演（ヴィーブル）
第２回ユリコバレエスタジオリサイタル（ヴィーブル）
「小品集」「舞」「マーチ」

合志町主催ドレミの広場出演（ヴィーブル）
佐藤先生夏期セミナー受講
クリスマス勉強会（ヴィーブル）

バレエセミナー2002 in代々木（東京）
ヤン・ヌイッツ先生指導　1名受講
合志町主催ドレミの広場出演（ヴィーブル）
第３回ユリコバレエスタジオリサイタル（ヴィーブル）
「ハーモニカ」「月」「コッペリアより」

バレエセミナー2003 in代々木（東京）２名受講
合志町主催ドレミの広場出演（ヴィーブル）
北九州＆アジア全国洋舞コンクール　1名参加（北九州）
佐藤先生夏期セミナー受講
クリスマス勉強会（ヴィーブル）

合志町主催ドレミの広場出演（ヴィーブル）
バレエセミナー200４ in宝塚　４名受講
菊陽町にスタジオ新築移転
菊陽町文化祭参加（菊陽町図書館ホール）「ワルツ」
第４回ユリコバレエスタジオリサイタル（ヴィーブル）
「ワルツ」「メッセージ」「ドンキホーテ・バルセロナの広場」

バレエセミナー2005 in代々木　５名受講（東京）
合志町主催ドレミの広場出演（ヴィーブル）
池亀典保先生特別レッスン　5名受講（東京）
吉村仁見先生特別レッスン開催
吉川美香先生講習会開催
第5回オールジャパン・バレエユニオン・シミュレーション
バレエ・コンペティション　3名参加（川口リリアメインホール）
ニューヨークよりルイス先生来熊
サマーセミナー開催　60名受講
北九州＆アジア全国洋舞コンクール　７名参加（北九州）
菊陽町文化祭参加（菊陽町図書館ホール）「夢見るバレリーナ」
クリスマス勉強会（ヴィーブル）

熊本県高校総合文化祭参加　
創作「アフタースクール」
清水バレエ・タカコバレエ・ユリコバレエ
総勢21名出演
カナダロイヤルウィニペグバレエ（RWB）スクール　
ジョアン・ギングラス先生夏期セミナー（荒尾）　14名受講
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Kバレエカンパニー・サマースクール2006　4名受講
上原絵美　チューリッヒ・オペラ座付属バレエ学校留学
菊陽町文化祭参加（菊陽町図書館ホール）
「バレエフェスティバル」
第５回ユリコバレエスタジオリサイタル（熊本県立劇場）
「ドン・キホーテより・夢の場」「ハーモニカ」「舞」
「バレエコンサート」「くるみ割り人形より・お菓子の国」

第3回青少年のためのバレエコンクールin福岡　
4名出場　1名決選進出　4位入賞（勝木萌香）
カナダロイヤルウイニペグバレエスクールへ2名夏期留学
（松村友里香・松野亜紀）
バレエセミナーin札幌　2名参加
菊陽町文化祭参加（菊陽町図書館ホール）「パキータほか」
おさらい会（ヴィーブル）

第4回青少年のためのバレエコンクールin福岡　
6名出場　2名決選進出　1名特別賞（勝木萌香）
熊本県高校総合文化祭5名参加（県立劇場）
上原絵美チューリッヒオペラハウスバレエ団入団
サプライズ祝賀パーティー（アンジュールハウス）
カナダロイヤルウィニペグバレエスクール
ジョアン・ギングラス先生セミナー参加（長洲みらい館）
第4回バレエコンペティションin奈良　
6名出場　1名決選進出
第6回ワークショップin奈良参加、指導者クラス受講
第18回全国バレエコンクールin名古屋　1名出場
1名決選進出　大須ういろ賞入賞（古澤未来）
レレンコワ先生特別講習会7名参加
（MBSマリバレエスクール：山口）
石井清子先生公開レッスン（県立劇場）参加
菊陽町文化祭参加（図書館ホール）
「コッペリアより一部抜粋ほか」
ユリコバレエスタジオ15周年記念公演【第6回発表会】（熊本
県立劇場）
「パキータ　ガーシュインと夢を…　コッペリア全幕」
第3回エデュケーショナルバレエコンペティション　
ジュニアA部門第4位（勝木萌香）
ドイツマンハイムバレエアカデミー入学許可

第12回NBA全国バレエコンクール　
中学生部門第5位―5（勝木萌香）
第5回ザ・バレコン福岡　入選（古澤未来）（松村友里香）
陳　風景先生　バレエセミナー
中国国立遼寧バレエ学校短期留学　
（松村友里香）（古澤未来）（松野亜紀）
カナダロイヤルウィニペグバレエ学校　
スカラシップ夏季留学（勝木萌香）
カナダロイヤルウィニペグバレエ学校
1年間スカラシップ入学許可（勝木萌香）
第7回ワークシヨップin奈良　参加
第7回ジャパングランプリ2009　ファイナリスト（松野亜紀）　
第4位－1（勝木萌香）
アメリカピッツバーグバレエ入学許可
第1回FLAP全国バレエコンクール　入選（古澤未来）
ドイツマンハイムアカデミー（勝木萌香）
2年間スカラシップ受賞　留学
第19回全国バレエコンクールin名古屋　
高校部門ミルバ賞（古澤未来）
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バレエ・ド・オペラ・テアトル・ド・リモージュ（フランス）に
ソリストとして移籍（上原絵美）
熊本県芸術文化祭オープニングステージ　
白鳥の湖全幕公演　8名出演
ユース・アメリカ・グランプリ2010日本予選出場（古澤未来）
第38回ローザンヌ国際バレエコンクール（勝木萌香）
第1次審査通過
第38回ローザンヌ国際バレエコンクール　
スイスでの第2次審査はバレエ学校とバレエ団公演との
日程調整がつかず出場断念（勝木萌香）
青島　広志先生　白鳥の湖コラボ公演　出演
（大津町文化ホール）
ユリコバレエスタジオおさらい会2009（菊陽町図書館ホール）
第4回エデュケーショナルバレエコンペティション
5名出場（東京）
決選奨励賞3名　ファイナリスト1名　予選奨励賞1名

第6回ザ・バレコン福岡　ジュニアA部門入選（古澤未来）
第7回国際バレエフェスティバルinベルリン　
クラシック部門銅メダル受賞（勝木萌香）
（7th　DANCING　OLINP2010）
中国国立遼寧バレエ学校（松村友里香）　留学
第6回ナミュークラシックバレエコンクール福岡　15名参加
高校部門第3位（古澤未来）　第5位（松野亜紀）　
中学部門第3位（柴田美波）　他入選1名
小学高学年部門第9位（五島温大）　
第10位（山崎夏海）他入選2名
第7回ナミュークラシックバレエコンクール神戸
高校部門第1位（松野亜紀）　≪優秀指導者賞受賞≫
合志市ドレミの広場出演（合志市文化センターヴィーブル）
服部勇吉　先生セミナー受講（県立劇場）
上原絵美&スン・ジャユンバレエセミナー開催　70名受講
ボリショイバレエアカデミーインセンティブ2010
ウエストオーバン
夏季短期留学（上田光希）
第8回ジャパングランプリ2名参加　入選（松野亜紀）
ピッヅーグバレエ夏季セミナー参加許可　
第1回横須賀国際バレエコンクール　
入選（松野亜紀）（柴田美波）
札幌バレエセミナー2010　3名参加
京都バレエセミナー　2名参加
夏休み親子芸術劇場（東京目黒パーシモンホール）
パキータ　ドン・キホーテ全幕公演
松村友里香　勝木萌香出演
第13回ナミュークラシックバレエコンクール八代　12名出場
高校部門第4位（松野亜紀）
中学部門第4位（柴田美波）　7位（上田光希）
8位（古閑はづき）　9位（石本紗愛）　他4名入選
小学高学年部門第3位（五島温大）　
第39回ローザンヌ国際バレエコンクール　
第一次審査通過（勝木萌香）
第7回ユリコバレエスタジオ発表会
 <前夜祭 バレエコンサート>
エチュード組曲　キャラクターダンス　
Glass　小品集　ランモンダ第3幕
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中国国立遼寧付属バレエ学校短期留学７名
菊陽町さんさん公園夏祭り出演
第3回NAMUEクラシックコンクール鹿児島　
５名出場１名入賞
第7回バレエコンペティションin奈良　２名出場
北九州&アジア全国洋舞コンクール　1名出場
第21回全国バレエコンクールin名古屋　３名出場
夏休み親子芸術劇場 ガラ公演 海賊全幕 勝木 萌香 出演
ドイツマンハイムバレエアカデミー留学　松野 亜紀
中国国立遼寧付属バレエ学校留学 古澤 未来
副智美先生バレエワークショップ　40名参加
サラエボバレエフェスティバル出演 上原 恵美
中国天津バレエ団入団 松村友里香
ユリコバレエスタジオおさらい会2011 菊陽町図書館ホール
第6回エデュケーショナルバレエコンペティション　２名出場
バレエコンクール2011inMAIHAMA　３名出場

第15回NBA全国バレエコンクール　２名出場
エレーナ・Aレレンコワ先生セミナー（山口）　9名参加
ドイツマンハイムバレエアカデミー学校公演 ジゼル全2幕
ジゼル主役　サタネラ グラン・パド・ドゥ　勝木 萌香
2011年度熊本市ネーミングライツ特定地域文化創造事業
（バレエ公演）　１４名出演
椿姫主役 上原 絵美
ルイス.ヴィラヌエヴァ先生春のバレエセミナー
（ユリコバレエスタジオ）　40名参加
神戸全国洋舞コンクール　3名出場 
浅田良和先生バレエセミナー（ユリコバレエスタジオ）
清水マリ先生Vaセミナー（ユリコバレエスタジオ）　21名
原山すみれ先生結婚メルパルクにてA研7名踊る
第34回NAMUEクラシックバレエコンクール熊本
（ウイングまつばせ）17名　入賞８名　優秀指導者賞受賞
ジャパングランプリ2012第10回記念大会　4名出場
ジョアン・キングラス先生・原田みのる先生
バレエ・コンテンポラリーセミナー （長洲）　17名参加
第8回バレエコンペティションin奈良　１名出場
第16回ザ・バレコン名古屋（名古屋青少年文化センター）
３名出場
第22回全国バレエコンクールin名古屋
（名古屋市芸術創造センター）　４名出場　１名入賞
カールスルーエバレエ団入団 勝木 萌香
副智美先生・浅田良和先生オータムバレエセミナー 
（ユリコバレエスタジオ）　40名
菊陽町文化祭出演（菊陽町図書館ホール）
パリ・オペラ座校長セミナー・指導クラスセミナー受講
（フランス） 田上由里子
YAGP  PRIX  2012   １名出場
第7回エデュケーショナルバレエコンペティション2012　
２名出場
古閑はづき　マンハイムバレエアカデミー学校入学許可

第9回ザ・バレコン福岡（サンパレス福岡）　６名出場　４名入選
第40回広島ナミュークラシックバレエコンクール
（広島国際会議場）　２名出場　２名入選
カールスルーエバレエ団　くるみ割り人形主演　勝木萌香
音感のおくりもの 子供ミュージカルショー（火の君文化ホール）
音楽家 原田小春先生・ユリコバレエスタジオ16名出演
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第1回ふくおか全国バレエコンクール（ももちパレス）
７名出場　１名入賞
島崎徹先生コンテンポラリーセミナー（山口）13名参加
熊本県高校総文祭オープニング出演 熊本県立劇場
第45回熊本NAMUEクラシックバレエコンクール
１名出場　１名入賞
ユリコバレエスタジオ20周年記念公演 熊本県立劇場
8月17日 第8回ユリコバレエスタジオ発表会2013
ハーモニカで夢を♪バレエコンサート シンデレラ全幕
8月18日 20周年記念公演
『 眠れる森の美女 』全幕
中国国立遼寧付属バレエ学校留学 山崎 夏海
菊陽町文化祭出演 菊陽町図書館
ユースアメリカグランプリ2014日本予選　５名出場
ジュニア女性部門出場 高井 万弥
ABT サマーインテンシブNY 入学許可
第11回ふれあい館クリスマス交流音楽祭出演
冬のコンサート子供ミュージカルショー音楽のおくりもの
美里町文化交センターひびき
第8回エデュケーショナル コンペティション　６名出場
ドイツマンハイムバレエアカデミー入学許可
石本紗愛　上田光希　岩崎ふうか

ユリコバレエ保護者会yupa会
第2回ふくおか全国バレエコンクール（ももちパレス）
１７名出場　３名入賞
ベルリンインターナショナルワークショップ スカラシップ　
五島温大
ベルリンワークショップ入学許可　３名
ミュンヘンワークショップ参加許可　４名
Hearts&Mindsバレエコンクール2014
（舞浜アンフィシアター）　2名出演
全国鎌倉バレエコンクール（鎌倉芸術館）　１名出場
伊達コンペティション　１名出場　１名入賞
ベルリン国立バレエ学校ワークショップ参加　五島 温大
スリーピング.ビューティー全日本バレエコンクール　１名出場
キミホ ハルバード コンテンポラリーワークショップ
inユリコバレエスタジオ
アメリカンバレエシアター短期留学 高井 万弥
アメリカ ラグナバレエセミナー
アメリカ サウスランドアカデミーサマー参加　𠮷田 詩菜
NAMUEクラシックバレエコンクール第59回
熊本森都心プラザ　３名出場１名入賞
モスクワ国立ボリショイバレエ学校夏期レッスン 村山 未紗
ジャパンバレエコンペティション 福岡市民会館
１４名出場　５名入賞
アンサンブル部門　金賞受賞　　
アメリカ ショフリーバレエ オブ シカゴサマーセミナー参加
山崎 夏海
ジョアン.キングラス先生＆原田みのる先生
サマーセミナー2014
参加（荒尾総合文化センター）
札幌芸術の森バレエセミナー2014 
札幌芸術の森アートホール　２名参加
旅立ちのお見送り会（菊陽図書館ホール）
ベルリン国立バレエ学校 留学　五島 温大
第24回全国バレエコンクール in 名古屋
名古屋芸術創造センター　１名出場　１名入選
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ドイツマンハイムバレエアカデミー留学
石本 紗愛　上田 光希　岩崎 風香
ドイツ ミュンヘン ベディクト マンニゲル バレエアカデミー
留学　岩崎 かのり
アメリカ ショフリーバレエ オブ シカゴ留学　山崎 夏海
2014コンテンポラリーワークショップ参加
佐藤美紀先生 （JNダンスクラシック）
ユースアメリカグランプリ2015日本予選
（尼崎アルカイックホール）　２名出場　１名入選
菊陽町文化祭（菊陽町図書館ホール）
ユリコバレエスタジオおさらい会（菊陽町図書館ホール）
第9回エデュケーショナルバレエコンペティション
（調布グリーンホール）　７名出場
クラシック部門 １名入賞　コンテ部門 ２名入賞

島崎徹先生ワークショップ1/4～1/6 熊本バレエ研究所
青木尚哉先生コンテンポラリーワークショップ
1/17～1/18（JNダンスクラシック）
徳永太一先生＆エリック先生＆三船先生による
ワークショップ（ユリコバレエスタジオ）
第3回指導者トレーニングセミナー＆ワークショップ
（バレエスタジオ ミューズ）　3名参加
第3回ふくおか全国バレエコンクール
福岡市民会館大ホール　３名出場　１名入賞
ミュンヘンワークショップ参加権　高井 万弥　　　
青木尚哉先生コンテンポラリーワークショップ
（ユリコバレエスタジオ）
第1回鹿児島NBAジュニアコンクール 
鹿児島県民交流センター
3名出場　２名入賞　本選シード権獲得　２名
カールスルーエバレエ団　ジゼル主演　勝木萌香
熊本県高校総文祭オープニングステージ出演 熊本県立劇場
青木尚哉先生コンテンポラリーワークショップ
（ユリコバレエスタジオ）
カナダロイヤルウイニペグサマー参加 松浦 凜香
エッソキッズ賞優秀奨学金（学費全額免除）
岡本バレエ公演 福岡アクロスシンフォニーホール　1名出演
ハンガリードレスデンサマー参加 山代 好花
第58回長洲町文化祭出演 （ながす未来館）
松村友里香ゲスト出演
京都ナミューコンクール エキシビション出演
イギリスセントラルスクールオブバレエサマー参加　
井口 萌々子
青木尚哉先生コンテンポラリーワークショップ
（ユリコバレエスタジオ）
JAPANグランプリ2015　8名出場　３名入選
シアトルバレエサマープログラム参加　池田 萌花
第11回 バレエコンペティションin奈良２名出場　１名入選
第13回 バレエワークショップin奈良　１名参加
ミュンヘン・ローエングリン・バレエ学校留学　佐々木 遥
バレエアカデミーベネディクトマンニゲル留学　上田 光希
青木尚哉先生コンテンポラリーワークショップ
（ユリコバレエスタジオ）
YAGP PRIX 2016　3名出場　１名入選
ジョフリーバレエ アカデミー 短期参加許可（松浦凜香）
ワシントン・スクール・オブ・バレエ短期参加許可（松浦凜香）
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YURIKO BALLET STUDIO PERFORMANCE 2015　
熊本県立劇場
「海賊」より花園の場　Stars and Stripes ～マーチ～
Contemporary Dance～コンテンポラリー～
La Fille Mal Gardee　～リーズの結婚～
第１０回　エヴァエフドキモア記念エデユケーショナル
バレエコンペティション 1名出場
第12回　ザ・バレコン福岡　福岡市民会館　
4名出場　 ジュニアB部門1位

第１９回NBA全国バレエコンクール　メルパルク東京 
1名出場
青木直哉先生コンテンポラリーワークショップ
（ユリコバレエスタジオ）
１６ｔｈ　オールジャパンバレエユニオンコンクール　2名出場
第4回　ふくおか全国バレエコンクール　福岡市民会館　
６名出場　２名入賞
第2回NBAコンクール鹿児島　かごしま県民交流センター　
４名出場中学1年の部１－１位４名入賞
青木直哉先生コンテンポラリーワークショップ　
地震の為中止
青木直哉先生コンテンポラリーワークショップ
（ユリコバレエスタジオ）
福島昌美先生ワークショップ（ユリコバレエスタジオ）
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 
1名出場入選
ジョアン先生ワークショップ（JNダンスクラシック）
第4回NBA福岡ジュニアバレエコンクール　
大野城まどかぴあ　４名出場４名入賞
Classical Ballet Competition第1回2016福岡久留米
シティプラザ12名出場JB部門　1位　JA部門　3位
JNダンスクラッシック発表会参加　松浦凜香　松村友里香　
勝木萌香　出演
蔵健太先生ワークショップ　ユリコバレエスタジオ
第85回NAMUEバレエコンクール熊本　ながす未来館　
８名出場　７名入賞
青木直哉先生コンテンポラリーワークショップ
（ユリコバレエスタジオ）
YAGP2017日本予選　あましんアルカイックホール　
２名入選
ユリコバレエスタジオおさらい会　菊陽図書館ホール
菊陽文化祭参加　菊陽図書館ホール
カールスルーエバレエ団　勝木萌香　
タイツアーでくるみ割り人形主演
左右木健一先生ワークショップ　ユリコバレエスタジオ
宮内麻衣子先生ワークショップ　御代志市民センター
第13回　ザ・バレコン福岡　福岡市民会館　１名出場　入選
松浦凜香　エキシビション参加

第２０回　NBA全国バレエコンクール　メルパルク東京　
１名入選
カンヌ・ロゼア・ハイタワー・バレエスクール短期留学参加　
松浦凜香
ジョン・クランコ・スクール短期留学参加　松浦凜香
青木直哉先生コンテンポラリーワークショップ　
ユリコバレエスタジオ
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第5回Program　for　Competition　inOKAYAMA
SYMPHONY　HALL２名出場
青木直哉先生コンテンポラリーワークショップ
（ユリコバレエスタジオ）
The　World　Ballet　Trial-Tokyo　Stage-2nd　
日本橋公会堂　１名入賞
第1回　NEW　GENERATION　BALLET　CONCOR　
１位参加
第5回ふくおか全国バレエコンクール　福岡市民会館　
６名出場４名入賞
カールスルーエバレエ団　勝木萌香　ラ・シルフィード主演
Victoria　Academy　of　Ballet短期留学
（授業料半年免除獲得）　山代好花
H/W　School　of　Ballet　短期留学　山代好花
藤田真紀先生ワークショップ　ユリコバレエスタジオ
カナダロイヤルウイ二ペグバレエスクールサマーセッション
参加（中向井幸・三沢莉子）
青木直哉先生コンテンポラリーワークショップ
（ユリコバレエスタジオ）
JNダンスクラシック発表会参加
モナコ王立プリンセス・グレースバレエアカデミーサマー留学
（松浦凜香）
唐杉さやか先生　クラシックワークショップ
宮内麻衣子先生コンテンポラリーワークショップ
左右木健一先生ワークショップ
Victoria　Academy　of　Ballet　年間留学（山代好花）
Japan　Ballet　Competition　福岡2017　
福岡市民会館　4名出場　１名入賞
ミュンへンサマーワークショップ参加　中向井幸

第96回　NAMUEバレエコンクール熊本 5名出場５名入賞　
国際バレエアワード2017　２名出場１名入賞
Classical　Ballet　Competition第2回2017福岡
久留米シティプラザ６名出場３名入賞
蔵健太先生ワークショップ（ユリコバレエスタジオ）
第15回全国ジュニアバレエコンクール　
ジャパングランプリ2017　1名出場　１名入選
JNダンスクラシックスタジオワークショップ　
Boysセミナー参加
青木直哉先生コンテンポラリーワークショップ
（ユリコバレエスタジオ）
青木直哉先生コンテンポラリーワークショップ
（ユリコバレエスタジオ）
全国ダンサー育成プロジェクト2017　1名参加
YAGP日本予選2018　１名出場　１名入選
YURIKO BALLET STUDIO PERFORMANCE 2017 10th
「テーマとヴァリエーション」　Contemporary Dance　
「くるみ割り人形」～クララの夢～

●　第21回 全国NBAバレエコンクール （メルパルク東京） 
　中学3年生部門  ファイナリスト
●　あびる友里香　Iwasaki Ballet Company 入団
●　宮内麻衣子先生コンテンポラリーワークショップ
　（ユリコバレエスタジオ）
●　市民会館開館50年記念ガラコンサート「未来へ」
　守田椿、原桜子、石本愛茉　出演
●　第6回ふくおか全国バレエコンクール  （福岡市民会館）  
　中学生部門  第4位
●　第7回全国バレエコンクールin八王子
　（オリンパスホール八王子）                     
　Studio Architanz Workshop,Tokyo Scholarship 1名
●　九州国際バレエコンペティション福岡3名入賞、
●　宮内麻衣子先生・唐杉さやか先生WS　県立劇場
●　宮内麻衣子先生・唐杉さやか先生　パフォーマンス　
　八千代座
●　宮内麻衣子先生WS　ユリコバレエスタジオ
●　GW茂木先生・柳生先生　特別講習会　
　シンデレラ・バレエ・スポット
●　青木尚哉先生WS　ユリコバレエスタジオ
●　左右木バレエ　国際特別WS　1名参加　
●　宮城県仙台市　左右木健一バレエスクール
●　キーロフ・アカデミー・オブ・ワシントン短期留学　
　アメリカ合衆国・ワシントンD.C.　村山未紗
●　モナコ公立プリンセス・グレース・アカデミー短期留学　
　モナコ　松浦凜香
●　ドイツ・ミュンヘン短期留学　𠮷田詩菜
●　英国ロイヤルバレエスクール2018サマーインテンシブ　
　イギリス・リッチモンド　ホワイトロッジ
　三沢莉子（100%スカラシップ）
●　ヴィクトワールバレエコンペティション福岡2018　1名参加
●　バルナ国際バレエコンクール及びガラ・コンサート　
　ブルガリア　五島温大（第2位）（ベルリン国立バレエ学校）
●　International Summer School Dresden　𠮷田詩菜
●　MANUE熊本　くまもと森都心プラザ　3名入賞
●　第29回清里フィールドバレエ公演　
　招聘（シャンブルウエストバレエ団公演）　
　長野県 清里高原萌木の村
　松浦凜香（第7回全国バレエスクールin八王子1～3位
　入賞者（2位）　招聘）
●　蔵健太先生ＷＳ in 熊本（ユリコバレエスタジオ主宰）
　県立劇場リハーサル室
　小5～中1　参加者９名　中2～高1　参加者６名
●　国際バレエアワード　1名2位入賞　東京
●　海外バレエ合同オーディション
　松浦凜香（エリソンバレエサマー参加許可、ボッタイニ・メル
　ロ・インターナショナル・センターオブ・アーツ年間留学許可）
●　Art in motion Munich　𠮷田詩菜
●　Youth Spirit Of Dance ポーランド公演　
　松浦凜香（出演合格）
●　A Project Fukuoka（コンテンポラリー作品） 
　齊藤光希・西園彩花　出演　福岡　なみきホール
●　英国スタイルを学ぶ　4日間サマーWS　ノアStudio　
　都立大Studioめぐろパーシモンホール　三沢莉子
●　ロイヤルエレガンスの夕べ出演者WS　
　三沢莉子（100%スカラシップ）
●　ロイヤルエレガンスの夕べ出演　めぐろパーシモンホール
　三沢莉子

●　ロシアノヴォシビスク国立バレエ学校入学　村山未紗
●　青木尚哉先生ＷＳ　ユリコバレエスタジオ
●　佐藤愛による立ち方セミナー　Anteprima Incontro
　（福岡）天貝ほまれ
●　宮内麻衣子先生ＷＳ　ユリコバレエスタジオ
●　ボッタイニ・メルロ・インターナショナル・センターオブ・アーツ
　入学　ドイツ・ミュンヘン　松浦凜香
●　松村友里香先生結婚式祝いの舞披露　
　参加者　A研クラス7名
●　第21回　尚絅中学高等学校　尚絅コンサート出演　
　県立劇場コンサートホール　鶴田千恵
●　青木尚哉先生ＷＳ　ユリコバレエスタジオ
●　おさらい会　合志市ヴィーブル
●　A Project Fukuoka（コンテンポラリー作品）出演　福岡
　なみきホール　齊藤光希　五島温大　出演
●　第15回ザ・バレコン福岡　福岡市民会館　3名入賞
●　Win Broeckx Produce Ballet Seminar　𠮷田詩菜
●　英国スタイル・バレエ講習会　東京
　松浦凜香（イングリッシュ・ナショナル・バレエ・スクール　
　サマー参加許可）

●　Fukuoka International Ballet Festival Winter 
　Intensive in Fukuoka福岡　松浦凜香、𠮷田詩菜
●　Youth Ballet Project 唐杉さやか先生主宰　
　熊本県立劇場演劇リハーサル室
●　ドレスデンWS　東京　中向井幸
●　Fukuoka International Ballet Festival Winter 
　Intensive in Kumamoto　熊本　𠮷田詩菜
●　Studio ARCHITANTZ世界との出会いin熊本　
　熊本県立劇場
　松本凛、中向井幸、𠮷田詩菜、鶴田千恵、筒井しの、
　浦水レイ、天貝ほまれ
●　青木尚哉先生WS　ユリコバレエスタジオ
●　熊本県公立文化施設協議会　主催　技術研修会　
　舞台作品協力　11名　菊陽町図書館ホール
●　MANUE福岡　福岡　2名入賞
●　九州国際バレエコンペティション　ももちパレス　大ホール
　1名入賞　クラシック部門 コンテンポラリーアンサンブル部門
　アンサンブル部門2位（1位該当なし）
●　ふくおか全国バレエコンクール　フルール 福岡市民会館 
　2名入賞
●　PICD　パシフィックインターナショナル　バレエコンペ
　ティション東京　練馬区文化センター　1名入賞
●　石本紗愛　シャンブルウエスト研究生として入団　
●　YOUTH BALLET PROJECT（唐杉さやか先生） 
　植木文化ホール　　
●　CLAY JAPAN（OUROメンバーと共演） 熊本県 八千代座
　斉藤光希　松尾和音
●　ヨエル・カレーニョ先生、ルランク・ファントンガレン先生に
　よるクラシック・コンテWS　ユリコバレエスタジオ
●　青木尚哉先生コンテンポラリーWS ユリコバレエスタジオ
●　DLS（Dancers Life Support）キッズセミナー　東京　
　天貝ほまれ
●　Victoire Ballet Competition　福岡国際会議場　
　1名入賞　　　
●　YOUTH BALLET PROJECT（唐杉さやか先生）
　ユリコバレエスタジオ　　
●　チェコ　ヤナチェックコンサバトリー短期研修 チェコ共和国
　𠮷田詩菜

●　第12回 スリーピング・ビューティー全日本バレエコンクール
　東京　1名入賞
●　コロラドバレエアカデミー2019　サマーインテンシブ
　アメリカ合衆国　岩瀨さやか
●　ノヴォシビルスク劇場WS　スタジオアーキタンツ（東京）
　村山未紗（バレエクラス・Ⅴaクラス・パ・ド・ドゥクラス受講）　
●　ドイツマンハイムバレエアカデミー卒業　岩崎風香　
●　ベルリン国立バレエ学校卒業　五島温大
●　JNダンスクラシック発表会参加 長洲未来館 希望者参加
●　arcotte International BALLET WEEK　松浦凜香
●　Japan Ballet Competition　福岡2019　2名入賞　
●　国立ハンガリアンダンスアカデミー　サマーコース
　ハンガリー　中向井 幸
●　蔵 健太先生WS（英国ロイヤルバレエスクール教師）主催
　熊本県立劇場リハーサル室
●　ジョアン先生WS　JNダンスクラシック　希望者
　浦水レイ　カナダ　ロイヤルウイニペグバレエスクール
　サマーセッション2020参加権
●　Educational Ballet Competition 
　Gala Performance出演　東京メルパルクホール
　勝木萌香（州立カールスルーエバレエ団　ソリスト）
　岩崎風香（マンハイムバレエアカデミー）
●　Ｄ＆Ｄ　Masterclass in Japan　松浦凜香
●　福岡インターナショナルバレエフェスティバル
　「ガラコンサート」2019出演　
　久留米シティプラザ　𠮷田詩菜
●　芝本梨花子先生WS　天貝ほまれ
●　2019 oFuro Summer Intensive　カナダ　松尾和音
●　Oper Halle 入団　ドイツ　勝木萌香　五島温大
●　国立ハンガリアンダンスアカデミー入学　ハンガリー　
　中向井 幸
●　徳永太一先生、エリック・クロフォード先生、
　宮内浩之先生によるWS　ユリコバレエスタジオ
●　青木尚哉先生コンテンポラリーWS　ユリコバレエスタジオ
●　ヤナチェックコンサバトリー入学　チェコ共和国　𠮷田詩菜
●　青木尚哉先生コンテンポラリーWS　ユリコバレエスタジオ
●　菊陽町文化祭出演
●　YURIKO BALLET STUDIO PERFORMANCE 2019 11th
　25周年Anniversary 「グラズノフより愛を込めて」
　「コンテンポラリー」「ジゼル全幕」 in 県立劇場
●　宮内麻衣子先生コンテWS　
　スタジオにて開催　小3以上希望者
●　第1回　火の国くまもと洋舞コンクール　
　くまもと森都心プラザ
　【クラシック】
　＊T2　中学1年～2年部門　大和 小莉(第1位)
　＊T3　中学3年～18歳部門　松浦 凜香(第1位)　
　三沢 莉子(第2位)　村山 未紗(第4位京都バレエ専門学校賞)
　鶴田 千恵(第8位)
　【モダンダンス・ジャズダンス・コンテンポラリーダンス】
　＊C1　ソロ部門　西園 彩花
　＊C3　アンサンブル部門　
　作品名：Oオー 終わりなき道(第1位)　
　Team：Yuriko Ballet Studio
　松尾 和音　松浦 凜香　西園 彩花　
　中向井 幸　三沢 莉子　吉田 詩菜
　(韓国2020ソウル国際ダンスカーニバル大会参加権受賞)
　(アンジェリーナ賞)

●　NBA全国バレエコンクール　メルパルク東京
　＊中学1年生女子の部　
　大和 小莉(第3位の3スカラシップ候補)
　＊高校生女子の部　
　三沢 莉子(レフォール賞)　村山 未紗(奨励賞)
●　レッスン始め
●　熊本県芸術祭オープニングワークショップ 
　コロナ感染拡大対策の為中止
●　青木 尚哉先生コンテンポラリーWS
●　YOUTH BALLET PROJECT コロナ感染拡大防止の為中止
●　勝木 信子先生によるほめ愛講座
●　勝木 信子先生による保護者向けほめ愛ママ講座
●　九州国際ダンスコンペティション　福岡市民会館
　＊クラシックジュニア女子B部門
　大和 小莉(第3位 アルメニア国立バレエ学校短期許可受賞)
　＊クラシックジュニア女子C部門
　筒井 紫音(第4位)　鶴田 千恵
●　第8回ふくおか全国バレエコンクール　福岡市民会館
　＊小学生部門　浦水 レイ(第1位 福岡県知事賞・イージー
　ビデオ賞・チャコット賞・ミュンヘン国際サマーワークショップ賞・
　ミュンヘングランプリ2021　参加権受賞)
●　東京シティバレエ団 TCBスタジオカンパニー 岩崎 風香 入団
●　阿比留 友里香先生・勝木 萌香先生
　スタジオ生向けオンラインレッスン
●　勝木 萌香先生・五島 温大先生
　スタジオ生向けオンラインレッスン
●　阿比留 友里香先生・勝木 萌香先生
　スタジオ生向けオンラインレッスン
●　由里子先生zoomバレエクラステスト
　スタジオ生60名参加
●　コロナ感染拡大防止対策
　由里子先生クラスレッスンオンライン開始～5月末まで
●　勝木 萌香先生・五島 温大先生
　スタジオ生向けオンラインレッスン
●　阿比留 友里香先生・勝木 萌香先生
　スタジオ生向けオンラインレッスン
●　～心ひとつに～Stay Home(スタジオSNSにて動画配信)
●　勝木 萌香先生・五島 温大先生
　スタジオ生向けオンラインレッスン
●　阿比留 友里香先生・勝木 萌香先生
　スタジオ生向けオンラインレッスン
●　阿比留 友里香先生・勝木 萌香先生
　スタジオ生向けオンラインレッスン
●　青木 尚哉先生コンテzoomレッスン
●　勝木 萌香先生・五島 温大先生
　スタジオ生向けオンラインレッスン
●　青木 尚哉先生コンテzoomレッスン
●　勝木 萌香先生・五島 温大先生
　スタジオ生向けオンラインレッスン
●　通常レッスン再開
●　水井 駿介先生 上原 絵美先生　クラスレッスンB2クラス以上
●　水井 駿介先生　個人セッション A研クラス対象希望者

8月

9月
10月

11月

11月～12月

12月

●　第136回 NAMUEバレエコンクール熊本　
　くまもと森都心プラザ
　＊小学生高学年バレエシューズ部門
　石本 愛茉(第7位)　原 桜子(第8位)　守田 椿
　＊中学生部門
　浦水 レイ(第1位 ノヴォシビルスク国立バレエ学校留学権利)
　江藤 日南乃(第10位)
　＊高校生部門
　村山 未紗(第4位 ノヴォシビルスク国立バレエ学校留学権利)
　筒井 紫音(第10位)
●　セントラル・スクール・オブ・バレエ(イギリス)　
　𠮷田 詩菜　入学
●　salzburger-landestheater(オーストリア)
　勝木 萌香 入団
●　青木 尚哉先生コンテzoomレッスンB2クラス
●　青木 尚哉先生コンテzoomレッスンB2クラス
●　ユースアメリカグランプリ2021 日本予選　
　あましんアルカイックホール
　＊JR部門
　浦水 レイ(ファイナリスト アルバータバレエスクール 
　International Affiliate Program参加許可)
●　青木 尚哉先生コンテzoomレッスン
●　舞台メイク勉強会(C・B1・B2クラス親子対象)
●　ユリコバレエスタジオ おさらい会　菊陽町図書館ホール
　開演13:15　終演：17:30
●　アルバータバレエスクール
　International Affiliate Program受講　浦水 レイ
●　レッスン納め



あゆみ 2018〜2020

1994年 １月

1996年 ５月

1997年 ４月

1998年 ４月
12月

1999年 4月

2000年 4月
12月

2001年 4月
8月
12月

2002年 3月

4月
12月

2003年 3月
4月
8月
9月
12月

2004年 4月
8月
10月
11月
12月

2005年 3月
5月
5月
5月
7月
7月

7月

8月
11月
12月

2006年 6月

8月

菊陽サンリーアスパにバレエスタジオ設立

合志町ヴィーブルに教室移転

合志町主催ドレミの広場出演（ヴィーブル）

合志町主催ドレミの広場出演（ヴィーブル）
第1回ユリコバレエスタジオリサイタル（ヴィーブル）
「レッスン風景」「小品集」「くるみ割り人形より」

合志町主催ドレミの広場出演（ヴィーブル）

合志町主催ドレミの広場出演（ヴィーブル）
第２回ユリコバレエスタジオリサイタル（ヴィーブル）
「小品集」「舞」「マーチ」

合志町主催ドレミの広場出演（ヴィーブル）
佐藤先生夏期セミナー受講
クリスマス勉強会（ヴィーブル）

バレエセミナー2002 in代々木（東京）
ヤン・ヌイッツ先生指導　1名受講
合志町主催ドレミの広場出演（ヴィーブル）
第３回ユリコバレエスタジオリサイタル（ヴィーブル）
「ハーモニカ」「月」「コッペリアより」

バレエセミナー2003 in代々木（東京）２名受講
合志町主催ドレミの広場出演（ヴィーブル）
北九州＆アジア全国洋舞コンクール　1名参加（北九州）
佐藤先生夏期セミナー受講
クリスマス勉強会（ヴィーブル）

合志町主催ドレミの広場出演（ヴィーブル）
バレエセミナー200４ in宝塚　４名受講
菊陽町にスタジオ新築移転
菊陽町文化祭参加（菊陽町図書館ホール）「ワルツ」
第４回ユリコバレエスタジオリサイタル（ヴィーブル）
「ワルツ」「メッセージ」「ドンキホーテ・バルセロナの広場」

バレエセミナー2005 in代々木　５名受講（東京）
合志町主催ドレミの広場出演（ヴィーブル）
池亀典保先生特別レッスン　5名受講（東京）
吉村仁見先生特別レッスン開催
吉川美香先生講習会開催
第5回オールジャパン・バレエユニオン・シミュレーション
バレエ・コンペティション　3名参加（川口リリアメインホール）
ニューヨークよりルイス先生来熊
サマーセミナー開催　60名受講
北九州＆アジア全国洋舞コンクール　７名参加（北九州）
菊陽町文化祭参加（菊陽町図書館ホール）「夢見るバレリーナ」
クリスマス勉強会（ヴィーブル）

熊本県高校総合文化祭参加　
創作「アフタースクール」
清水バレエ・タカコバレエ・ユリコバレエ
総勢21名出演
カナダロイヤルウィニペグバレエ（RWB）スクール　
ジョアン・ギングラス先生夏期セミナー（荒尾）　14名受講

8月
8月
11月

12月

2007年 1月

7月

8月
11月
12月

2008年 1月

5月
7月

8月

9月

11月

12月

2009年 1月

3月

6月

7月

8月

Kバレエカンパニー・サマースクール2006　4名受講
上原絵美　チューリッヒ・オペラ座付属バレエ学校留学
菊陽町文化祭参加（菊陽町図書館ホール）
「バレエフェスティバル」
第５回ユリコバレエスタジオリサイタル（熊本県立劇場）
「ドン・キホーテより・夢の場」「ハーモニカ」「舞」
「バレエコンサート」「くるみ割り人形より・お菓子の国」

第3回青少年のためのバレエコンクールin福岡　
4名出場　1名決選進出　4位入賞（勝木萌香）
カナダロイヤルウイニペグバレエスクールへ2名夏期留学
（松村友里香・松野亜紀）
バレエセミナーin札幌　2名参加
菊陽町文化祭参加（菊陽町図書館ホール）「パキータほか」
おさらい会（ヴィーブル）

第4回青少年のためのバレエコンクールin福岡　
6名出場　2名決選進出　1名特別賞（勝木萌香）
熊本県高校総合文化祭5名参加（県立劇場）
上原絵美チューリッヒオペラハウスバレエ団入団
サプライズ祝賀パーティー（アンジュールハウス）
カナダロイヤルウィニペグバレエスクール
ジョアン・ギングラス先生セミナー参加（長洲みらい館）
第4回バレエコンペティションin奈良　
6名出場　1名決選進出
第6回ワークショップin奈良参加、指導者クラス受講
第18回全国バレエコンクールin名古屋　1名出場
1名決選進出　大須ういろ賞入賞（古澤未来）
レレンコワ先生特別講習会7名参加
（MBSマリバレエスクール：山口）
石井清子先生公開レッスン（県立劇場）参加
菊陽町文化祭参加（図書館ホール）
「コッペリアより一部抜粋ほか」
ユリコバレエスタジオ15周年記念公演【第6回発表会】（熊本
県立劇場）
「パキータ　ガーシュインと夢を…　コッペリア全幕」
第3回エデュケーショナルバレエコンペティション　
ジュニアA部門第4位（勝木萌香）
ドイツマンハイムバレエアカデミー入学許可

第12回NBA全国バレエコンクール　
中学生部門第5位―5（勝木萌香）
第5回ザ・バレコン福岡　入選（古澤未来）（松村友里香）
陳　風景先生　バレエセミナー
中国国立遼寧バレエ学校短期留学　
（松村友里香）（古澤未来）（松野亜紀）
カナダロイヤルウィニペグバレエ学校　
スカラシップ夏季留学（勝木萌香）
カナダロイヤルウィニペグバレエ学校
1年間スカラシップ入学許可（勝木萌香）
第7回ワークシヨップin奈良　参加
第7回ジャパングランプリ2009　ファイナリスト（松野亜紀）　
第4位－1（勝木萌香）
アメリカピッツバーグバレエ入学許可
第1回FLAP全国バレエコンクール　入選（古澤未来）
ドイツマンハイムアカデミー（勝木萌香）
2年間スカラシップ受賞　留学
第19回全国バレエコンクールin名古屋　
高校部門ミルバ賞（古澤未来）

9月

10月
11月

12月

2010年 1月
2月

3月

4月

5月
6月

7月

8月

9月

10月

12月

バレエ・ド・オペラ・テアトル・ド・リモージュ（フランス）に
ソリストとして移籍（上原絵美）
熊本県芸術文化祭オープニングステージ　
白鳥の湖全幕公演　8名出演
ユース・アメリカ・グランプリ2010日本予選出場（古澤未来）
第38回ローザンヌ国際バレエコンクール（勝木萌香）
第1次審査通過
第38回ローザンヌ国際バレエコンクール　
スイスでの第2次審査はバレエ学校とバレエ団公演との
日程調整がつかず出場断念（勝木萌香）
青島　広志先生　白鳥の湖コラボ公演　出演
（大津町文化ホール）
ユリコバレエスタジオおさらい会2009（菊陽町図書館ホール）
第4回エデュケーショナルバレエコンペティション
5名出場（東京）
決選奨励賞3名　ファイナリスト1名　予選奨励賞1名

第6回ザ・バレコン福岡　ジュニアA部門入選（古澤未来）
第7回国際バレエフェスティバルinベルリン　
クラシック部門銅メダル受賞（勝木萌香）
（7th　DANCING　OLINP2010）
中国国立遼寧バレエ学校（松村友里香）　留学
第6回ナミュークラシックバレエコンクール福岡　15名参加
高校部門第3位（古澤未来）　第5位（松野亜紀）　
中学部門第3位（柴田美波）　他入選1名
小学高学年部門第9位（五島温大）　
第10位（山崎夏海）他入選2名
第7回ナミュークラシックバレエコンクール神戸
高校部門第1位（松野亜紀）　≪優秀指導者賞受賞≫
合志市ドレミの広場出演（合志市文化センターヴィーブル）
服部勇吉　先生セミナー受講（県立劇場）
上原絵美&スン・ジャユンバレエセミナー開催　70名受講
ボリショイバレエアカデミーインセンティブ2010
ウエストオーバン
夏季短期留学（上田光希）
第8回ジャパングランプリ2名参加　入選（松野亜紀）
ピッヅーグバレエ夏季セミナー参加許可　
第1回横須賀国際バレエコンクール　
入選（松野亜紀）（柴田美波）
札幌バレエセミナー2010　3名参加
京都バレエセミナー　2名参加
夏休み親子芸術劇場（東京目黒パーシモンホール）
パキータ　ドン・キホーテ全幕公演
松村友里香　勝木萌香出演
第13回ナミュークラシックバレエコンクール八代　12名出場
高校部門第4位（松野亜紀）
中学部門第4位（柴田美波）　7位（上田光希）
8位（古閑はづき）　9位（石本紗愛）　他4名入選
小学高学年部門第3位（五島温大）　
第39回ローザンヌ国際バレエコンクール　
第一次審査通過（勝木萌香）
第7回ユリコバレエスタジオ発表会
 <前夜祭 バレエコンサート>
エチュード組曲　キャラクターダンス　
Glass　小品集　ランモンダ第3幕

2011年3月
8月

9月

10月

12月

2012年1月
2月

3月

4月

5月
6月
7月

8月

9月
10月

11月

12月

2013年1月

2月

中国国立遼寧付属バレエ学校短期留学７名
菊陽町さんさん公園夏祭り出演
第3回NAMUEクラシックコンクール鹿児島　
５名出場１名入賞
第7回バレエコンペティションin奈良　２名出場
北九州&アジア全国洋舞コンクール　1名出場
第21回全国バレエコンクールin名古屋　３名出場
夏休み親子芸術劇場 ガラ公演 海賊全幕 勝木 萌香 出演
ドイツマンハイムバレエアカデミー留学　松野 亜紀
中国国立遼寧付属バレエ学校留学 古澤 未来
副智美先生バレエワークショップ　40名参加
サラエボバレエフェスティバル出演 上原 恵美
中国天津バレエ団入団 松村友里香
ユリコバレエスタジオおさらい会2011 菊陽町図書館ホール
第6回エデュケーショナルバレエコンペティション　２名出場
バレエコンクール2011inMAIHAMA　３名出場

第15回NBA全国バレエコンクール　２名出場
エレーナ・Aレレンコワ先生セミナー（山口）　9名参加
ドイツマンハイムバレエアカデミー学校公演 ジゼル全2幕
ジゼル主役　サタネラ グラン・パド・ドゥ　勝木 萌香
2011年度熊本市ネーミングライツ特定地域文化創造事業
（バレエ公演）　１４名出演
椿姫主役 上原 絵美
ルイス.ヴィラヌエヴァ先生春のバレエセミナー
（ユリコバレエスタジオ）　40名参加
神戸全国洋舞コンクール　3名出場 
浅田良和先生バレエセミナー（ユリコバレエスタジオ）
清水マリ先生Vaセミナー（ユリコバレエスタジオ）　21名
原山すみれ先生結婚メルパルクにてA研7名踊る
第34回NAMUEクラシックバレエコンクール熊本
（ウイングまつばせ）17名　入賞８名　優秀指導者賞受賞
ジャパングランプリ2012第10回記念大会　4名出場
ジョアン・キングラス先生・原田みのる先生
バレエ・コンテンポラリーセミナー （長洲）　17名参加
第8回バレエコンペティションin奈良　１名出場
第16回ザ・バレコン名古屋（名古屋青少年文化センター）
３名出場
第22回全国バレエコンクールin名古屋
（名古屋市芸術創造センター）　４名出場　１名入賞
カールスルーエバレエ団入団 勝木 萌香
副智美先生・浅田良和先生オータムバレエセミナー 
（ユリコバレエスタジオ）　40名
菊陽町文化祭出演（菊陽町図書館ホール）
パリ・オペラ座校長セミナー・指導クラスセミナー受講
（フランス） 田上由里子
YAGP  PRIX  2012   １名出場
第7回エデュケーショナルバレエコンペティション2012　
２名出場
古閑はづき　マンハイムバレエアカデミー学校入学許可

第9回ザ・バレコン福岡（サンパレス福岡）　６名出場　４名入選
第40回広島ナミュークラシックバレエコンクール
（広島国際会議場）　２名出場　２名入選
カールスルーエバレエ団　くるみ割り人形主演　勝木萌香
音感のおくりもの 子供ミュージカルショー（火の君文化ホール）
音楽家 原田小春先生・ユリコバレエスタジオ16名出演

3月

4月
5月
8月

9月
11月

12月

2014年3月

4月

6月

7月

8月

第1回ふくおか全国バレエコンクール（ももちパレス）
７名出場　１名入賞
島崎徹先生コンテンポラリーセミナー（山口）13名参加
熊本県高校総文祭オープニング出演 熊本県立劇場
第45回熊本NAMUEクラシックバレエコンクール
１名出場　１名入賞
ユリコバレエスタジオ20周年記念公演 熊本県立劇場
8月17日 第8回ユリコバレエスタジオ発表会2013
ハーモニカで夢を♪バレエコンサート シンデレラ全幕
8月18日 20周年記念公演
『 眠れる森の美女 』全幕
中国国立遼寧付属バレエ学校留学 山崎 夏海
菊陽町文化祭出演 菊陽町図書館
ユースアメリカグランプリ2014日本予選　５名出場
ジュニア女性部門出場 高井 万弥
ABT サマーインテンシブNY 入学許可
第11回ふれあい館クリスマス交流音楽祭出演
冬のコンサート子供ミュージカルショー音楽のおくりもの
美里町文化交センターひびき
第8回エデュケーショナル コンペティション　６名出場
ドイツマンハイムバレエアカデミー入学許可
石本紗愛　上田光希　岩崎ふうか

ユリコバレエ保護者会yupa会
第2回ふくおか全国バレエコンクール（ももちパレス）
１７名出場　３名入賞
ベルリンインターナショナルワークショップ スカラシップ　
五島温大
ベルリンワークショップ入学許可　３名
ミュンヘンワークショップ参加許可　４名
Hearts&Mindsバレエコンクール2014
（舞浜アンフィシアター）　2名出演
全国鎌倉バレエコンクール（鎌倉芸術館）　１名出場
伊達コンペティション　１名出場　１名入賞
ベルリン国立バレエ学校ワークショップ参加　五島 温大
スリーピング.ビューティー全日本バレエコンクール　１名出場
キミホ ハルバード コンテンポラリーワークショップ
inユリコバレエスタジオ
アメリカンバレエシアター短期留学 高井 万弥
アメリカ ラグナバレエセミナー
アメリカ サウスランドアカデミーサマー参加　𠮷田 詩菜
NAMUEクラシックバレエコンクール第59回
熊本森都心プラザ　３名出場１名入賞
モスクワ国立ボリショイバレエ学校夏期レッスン 村山 未紗
ジャパンバレエコンペティション 福岡市民会館
１４名出場　５名入賞
アンサンブル部門　金賞受賞　　
アメリカ ショフリーバレエ オブ シカゴサマーセミナー参加
山崎 夏海
ジョアン.キングラス先生＆原田みのる先生
サマーセミナー2014
参加（荒尾総合文化センター）
札幌芸術の森バレエセミナー2014 
札幌芸術の森アートホール　２名参加
旅立ちのお見送り会（菊陽図書館ホール）
ベルリン国立バレエ学校 留学　五島 温大
第24回全国バレエコンクール in 名古屋
名古屋芸術創造センター　１名出場　１名入選
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ドイツマンハイムバレエアカデミー留学
石本 紗愛　上田 光希　岩崎 風香
ドイツ ミュンヘン ベディクト マンニゲル バレエアカデミー
留学　岩崎 かのり
アメリカ ショフリーバレエ オブ シカゴ留学　山崎 夏海
2014コンテンポラリーワークショップ参加
佐藤美紀先生 （JNダンスクラシック）
ユースアメリカグランプリ2015日本予選
（尼崎アルカイックホール）　２名出場　１名入選
菊陽町文化祭（菊陽町図書館ホール）
ユリコバレエスタジオおさらい会（菊陽町図書館ホール）
第9回エデュケーショナルバレエコンペティション
（調布グリーンホール）　７名出場
クラシック部門 １名入賞　コンテ部門 ２名入賞

島崎徹先生ワークショップ1/4～1/6 熊本バレエ研究所
青木尚哉先生コンテンポラリーワークショップ
1/17～1/18（JNダンスクラシック）
徳永太一先生＆エリック先生＆三船先生による
ワークショップ（ユリコバレエスタジオ）
第3回指導者トレーニングセミナー＆ワークショップ
（バレエスタジオ ミューズ）　3名参加
第3回ふくおか全国バレエコンクール
福岡市民会館大ホール　３名出場　１名入賞
ミュンヘンワークショップ参加権　高井 万弥　　　
青木尚哉先生コンテンポラリーワークショップ
（ユリコバレエスタジオ）
第1回鹿児島NBAジュニアコンクール 
鹿児島県民交流センター
3名出場　２名入賞　本選シード権獲得　２名
カールスルーエバレエ団　ジゼル主演　勝木萌香
熊本県高校総文祭オープニングステージ出演 熊本県立劇場
青木尚哉先生コンテンポラリーワークショップ
（ユリコバレエスタジオ）
カナダロイヤルウイニペグサマー参加 松浦 凜香
エッソキッズ賞優秀奨学金（学費全額免除）
岡本バレエ公演 福岡アクロスシンフォニーホール　1名出演
ハンガリードレスデンサマー参加 山代 好花
第58回長洲町文化祭出演 （ながす未来館）
松村友里香ゲスト出演
京都ナミューコンクール エキシビション出演
イギリスセントラルスクールオブバレエサマー参加　
井口 萌々子
青木尚哉先生コンテンポラリーワークショップ
（ユリコバレエスタジオ）
JAPANグランプリ2015　8名出場　３名入選
シアトルバレエサマープログラム参加　池田 萌花
第11回 バレエコンペティションin奈良２名出場　１名入選
第13回 バレエワークショップin奈良　１名参加
ミュンヘン・ローエングリン・バレエ学校留学　佐々木 遥
バレエアカデミーベネディクトマンニゲル留学　上田 光希
青木尚哉先生コンテンポラリーワークショップ
（ユリコバレエスタジオ）
YAGP PRIX 2016　3名出場　１名入選
ジョフリーバレエ アカデミー 短期参加許可（松浦凜香）
ワシントン・スクール・オブ・バレエ短期参加許可（松浦凜香）
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2月４日

YURIKO BALLET STUDIO PERFORMANCE 2015　
熊本県立劇場
「海賊」より花園の場　Stars and Stripes ～マーチ～
Contemporary Dance～コンテンポラリー～
La Fille Mal Gardee　～リーズの結婚～
第１０回　エヴァエフドキモア記念エデユケーショナル
バレエコンペティション 1名出場
第12回　ザ・バレコン福岡　福岡市民会館　
4名出場　 ジュニアB部門1位

第１９回NBA全国バレエコンクール　メルパルク東京 
1名出場
青木直哉先生コンテンポラリーワークショップ
（ユリコバレエスタジオ）
１６ｔｈ　オールジャパンバレエユニオンコンクール　2名出場
第4回　ふくおか全国バレエコンクール　福岡市民会館　
６名出場　２名入賞
第2回NBAコンクール鹿児島　かごしま県民交流センター　
４名出場中学1年の部１－１位４名入賞
青木直哉先生コンテンポラリーワークショップ　
地震の為中止
青木直哉先生コンテンポラリーワークショップ
（ユリコバレエスタジオ）
福島昌美先生ワークショップ（ユリコバレエスタジオ）
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 
1名出場入選
ジョアン先生ワークショップ（JNダンスクラシック）
第4回NBA福岡ジュニアバレエコンクール　
大野城まどかぴあ　４名出場４名入賞
Classical Ballet Competition第1回2016福岡久留米
シティプラザ12名出場JB部門　1位　JA部門　3位
JNダンスクラッシック発表会参加　松浦凜香　松村友里香　
勝木萌香　出演
蔵健太先生ワークショップ　ユリコバレエスタジオ
第85回NAMUEバレエコンクール熊本　ながす未来館　
８名出場　７名入賞
青木直哉先生コンテンポラリーワークショップ
（ユリコバレエスタジオ）
YAGP2017日本予選　あましんアルカイックホール　
２名入選
ユリコバレエスタジオおさらい会　菊陽図書館ホール
菊陽文化祭参加　菊陽図書館ホール
カールスルーエバレエ団　勝木萌香　
タイツアーでくるみ割り人形主演
左右木健一先生ワークショップ　ユリコバレエスタジオ
宮内麻衣子先生ワークショップ　御代志市民センター
第13回　ザ・バレコン福岡　福岡市民会館　１名出場　入選
松浦凜香　エキシビション参加

第２０回　NBA全国バレエコンクール　メルパルク東京　
１名入選
カンヌ・ロゼア・ハイタワー・バレエスクール短期留学参加　
松浦凜香
ジョン・クランコ・スクール短期留学参加　松浦凜香
青木直哉先生コンテンポラリーワークショップ　
ユリコバレエスタジオ
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第5回Program　for　Competition　inOKAYAMA
SYMPHONY　HALL２名出場
青木直哉先生コンテンポラリーワークショップ
（ユリコバレエスタジオ）
The　World　Ballet　Trial-Tokyo　Stage-2nd　
日本橋公会堂　１名入賞
第1回　NEW　GENERATION　BALLET　CONCOR　
１位参加
第5回ふくおか全国バレエコンクール　福岡市民会館　
６名出場４名入賞
カールスルーエバレエ団　勝木萌香　ラ・シルフィード主演
Victoria　Academy　of　Ballet短期留学
（授業料半年免除獲得）　山代好花
H/W　School　of　Ballet　短期留学　山代好花
藤田真紀先生ワークショップ　ユリコバレエスタジオ
カナダロイヤルウイ二ペグバレエスクールサマーセッション
参加（中向井幸・三沢莉子）
青木直哉先生コンテンポラリーワークショップ
（ユリコバレエスタジオ）
JNダンスクラシック発表会参加
モナコ王立プリンセス・グレースバレエアカデミーサマー留学
（松浦凜香）
唐杉さやか先生　クラシックワークショップ
宮内麻衣子先生コンテンポラリーワークショップ
左右木健一先生ワークショップ
Victoria　Academy　of　Ballet　年間留学（山代好花）
Japan　Ballet　Competition　福岡2017　
福岡市民会館　4名出場　１名入賞
ミュンへンサマーワークショップ参加　中向井幸

第96回　NAMUEバレエコンクール熊本 5名出場５名入賞　
国際バレエアワード2017　２名出場１名入賞
Classical　Ballet　Competition第2回2017福岡
久留米シティプラザ６名出場３名入賞
蔵健太先生ワークショップ（ユリコバレエスタジオ）
第15回全国ジュニアバレエコンクール　
ジャパングランプリ2017　1名出場　１名入選
JNダンスクラシックスタジオワークショップ　
Boysセミナー参加
青木直哉先生コンテンポラリーワークショップ
（ユリコバレエスタジオ）
青木直哉先生コンテンポラリーワークショップ
（ユリコバレエスタジオ）
全国ダンサー育成プロジェクト2017　1名参加
YAGP日本予選2018　１名出場　１名入選
YURIKO BALLET STUDIO PERFORMANCE 2017 10th
「テーマとヴァリエーション」　Contemporary Dance　
「くるみ割り人形」～クララの夢～

●　第21回 全国NBAバレエコンクール （メルパルク東京） 
　中学3年生部門  ファイナリスト
●　あびる友里香　Iwasaki Ballet Company 入団
●　宮内麻衣子先生コンテンポラリーワークショップ
　（ユリコバレエスタジオ）
●　市民会館開館50年記念ガラコンサート「未来へ」
　守田椿、原桜子、石本愛茉　出演
●　第6回ふくおか全国バレエコンクール  （福岡市民会館）  
　中学生部門  第4位
●　第7回全国バレエコンクールin八王子
　（オリンパスホール八王子）                     
　Studio Architanz Workshop,Tokyo Scholarship 1名
●　九州国際バレエコンペティション福岡3名入賞、
●　宮内麻衣子先生・唐杉さやか先生WS　県立劇場
●　宮内麻衣子先生・唐杉さやか先生　パフォーマンス　
　八千代座
●　宮内麻衣子先生WS　ユリコバレエスタジオ
●　GW茂木先生・柳生先生　特別講習会　
　シンデレラ・バレエ・スポット
●　青木尚哉先生WS　ユリコバレエスタジオ
●　左右木バレエ　国際特別WS　1名参加　
●　宮城県仙台市　左右木健一バレエスクール
●　キーロフ・アカデミー・オブ・ワシントン短期留学　
　アメリカ合衆国・ワシントンD.C.　村山未紗
●　モナコ公立プリンセス・グレース・アカデミー短期留学　
　モナコ　松浦凜香
●　ドイツ・ミュンヘン短期留学　𠮷田詩菜
●　英国ロイヤルバレエスクール2018サマーインテンシブ　
　イギリス・リッチモンド　ホワイトロッジ
　三沢莉子（100%スカラシップ）
●　ヴィクトワールバレエコンペティション福岡2018　1名参加
●　バルナ国際バレエコンクール及びガラ・コンサート　
　ブルガリア　五島温大（第2位）（ベルリン国立バレエ学校）
●　International Summer School Dresden　𠮷田詩菜
●　MANUE熊本　くまもと森都心プラザ　3名入賞
●　第29回清里フィールドバレエ公演　
　招聘（シャンブルウエストバレエ団公演）　
　長野県 清里高原萌木の村
　松浦凜香（第7回全国バレエスクールin八王子1～3位
　入賞者（2位）　招聘）
●　蔵健太先生ＷＳ in 熊本（ユリコバレエスタジオ主宰）
　県立劇場リハーサル室
　小5～中1　参加者９名　中2～高1　参加者６名
●　国際バレエアワード　1名2位入賞　東京
●　海外バレエ合同オーディション
　松浦凜香（エリソンバレエサマー参加許可、ボッタイニ・メル
　ロ・インターナショナル・センターオブ・アーツ年間留学許可）
●　Art in motion Munich　𠮷田詩菜
●　Youth Spirit Of Dance ポーランド公演　
　松浦凜香（出演合格）
●　A Project Fukuoka（コンテンポラリー作品） 
　齊藤光希・西園彩花　出演　福岡　なみきホール
●　英国スタイルを学ぶ　4日間サマーWS　ノアStudio　
　都立大Studioめぐろパーシモンホール　三沢莉子
●　ロイヤルエレガンスの夕べ出演者WS　
　三沢莉子（100%スカラシップ）
●　ロイヤルエレガンスの夕べ出演　めぐろパーシモンホール
　三沢莉子

●　ロシアノヴォシビスク国立バレエ学校入学　村山未紗
●　青木尚哉先生ＷＳ　ユリコバレエスタジオ
●　佐藤愛による立ち方セミナー　Anteprima Incontro
　（福岡）天貝ほまれ
●　宮内麻衣子先生ＷＳ　ユリコバレエスタジオ
●　ボッタイニ・メルロ・インターナショナル・センターオブ・アーツ
　入学　ドイツ・ミュンヘン　松浦凜香
●　松村友里香先生結婚式祝いの舞披露　
　参加者　A研クラス7名
●　第21回　尚絅中学高等学校　尚絅コンサート出演　
　県立劇場コンサートホール　鶴田千恵
●　青木尚哉先生ＷＳ　ユリコバレエスタジオ
●　おさらい会　合志市ヴィーブル
●　A Project Fukuoka（コンテンポラリー作品）出演　福岡
　なみきホール　齊藤光希　五島温大　出演
●　第15回ザ・バレコン福岡　福岡市民会館　3名入賞
●　Win Broeckx Produce Ballet Seminar　𠮷田詩菜
●　英国スタイル・バレエ講習会　東京
　松浦凜香（イングリッシュ・ナショナル・バレエ・スクール　
　サマー参加許可）

●　Fukuoka International Ballet Festival Winter 
　Intensive in Fukuoka福岡　松浦凜香、𠮷田詩菜
●　Youth Ballet Project 唐杉さやか先生主宰　
　熊本県立劇場演劇リハーサル室
●　ドレスデンWS　東京　中向井幸
●　Fukuoka International Ballet Festival Winter 
　Intensive in Kumamoto　熊本　𠮷田詩菜
●　Studio ARCHITANTZ世界との出会いin熊本　
　熊本県立劇場
　松本凛、中向井幸、𠮷田詩菜、鶴田千恵、筒井しの、
　浦水レイ、天貝ほまれ
●　青木尚哉先生WS　ユリコバレエスタジオ
●　熊本県公立文化施設協議会　主催　技術研修会　
　舞台作品協力　11名　菊陽町図書館ホール
●　MANUE福岡　福岡　2名入賞
●　九州国際バレエコンペティション　ももちパレス　大ホール
　1名入賞　クラシック部門 コンテンポラリーアンサンブル部門
　アンサンブル部門2位（1位該当なし）
●　ふくおか全国バレエコンクール　フルール 福岡市民会館 
　2名入賞
●　PICD　パシフィックインターナショナル　バレエコンペ
　ティション東京　練馬区文化センター　1名入賞
●　石本紗愛　シャンブルウエスト研究生として入団　
●　YOUTH BALLET PROJECT（唐杉さやか先生） 
　植木文化ホール　　
●　CLAY JAPAN（OUROメンバーと共演） 熊本県 八千代座
　斉藤光希　松尾和音
●　ヨエル・カレーニョ先生、ルランク・ファントンガレン先生に
　よるクラシック・コンテWS　ユリコバレエスタジオ
●　青木尚哉先生コンテンポラリーWS ユリコバレエスタジオ
●　DLS（Dancers Life Support）キッズセミナー　東京　
　天貝ほまれ
●　Victoire Ballet Competition　福岡国際会議場　
　1名入賞　　　
●　YOUTH BALLET PROJECT（唐杉さやか先生）
　ユリコバレエスタジオ　　
●　チェコ　ヤナチェックコンサバトリー短期研修 チェコ共和国
　𠮷田詩菜

●　第12回 スリーピング・ビューティー全日本バレエコンクール
　東京　1名入賞
●　コロラドバレエアカデミー2019　サマーインテンシブ
　アメリカ合衆国　岩瀨さやか
●　ノヴォシビルスク劇場WS　スタジオアーキタンツ（東京）
　村山未紗（バレエクラス・Ⅴaクラス・パ・ド・ドゥクラス受講）　
●　ドイツマンハイムバレエアカデミー卒業　岩崎風香　
●　ベルリン国立バレエ学校卒業　五島温大
●　JNダンスクラシック発表会参加 長洲未来館 希望者参加
●　arcotte International BALLET WEEK　松浦凜香
●　Japan Ballet Competition　福岡2019　2名入賞　
●　国立ハンガリアンダンスアカデミー　サマーコース
　ハンガリー　中向井 幸
●　蔵 健太先生WS（英国ロイヤルバレエスクール教師）主催
　熊本県立劇場リハーサル室
●　ジョアン先生WS　JNダンスクラシック　希望者
　浦水レイ　カナダ　ロイヤルウイニペグバレエスクール
　サマーセッション2020参加権
●　Educational Ballet Competition 
　Gala Performance出演　東京メルパルクホール
　勝木萌香（州立カールスルーエバレエ団　ソリスト）
　岩崎風香（マンハイムバレエアカデミー）
●　Ｄ＆Ｄ　Masterclass in Japan　松浦凜香
●　福岡インターナショナルバレエフェスティバル
　「ガラコンサート」2019出演　
　久留米シティプラザ　𠮷田詩菜
●　芝本梨花子先生WS　天貝ほまれ
●　2019 oFuro Summer Intensive　カナダ　松尾和音
●　Oper Halle 入団　ドイツ　勝木萌香　五島温大
●　国立ハンガリアンダンスアカデミー入学　ハンガリー　
　中向井 幸
●　徳永太一先生、エリック・クロフォード先生、
　宮内浩之先生によるWS　ユリコバレエスタジオ
●　青木尚哉先生コンテンポラリーWS　ユリコバレエスタジオ
●　ヤナチェックコンサバトリー入学　チェコ共和国　𠮷田詩菜
●　青木尚哉先生コンテンポラリーWS　ユリコバレエスタジオ
●　菊陽町文化祭出演
●　YURIKO BALLET STUDIO PERFORMANCE 2019 11th
　25周年Anniversary 「グラズノフより愛を込めて」
　「コンテンポラリー」「ジゼル全幕」 in 県立劇場
●　宮内麻衣子先生コンテWS　
　スタジオにて開催　小3以上希望者
●　第1回　火の国くまもと洋舞コンクール　
　くまもと森都心プラザ
　【クラシック】
　＊T2　中学1年～2年部門　大和 小莉(第1位)
　＊T3　中学3年～18歳部門　松浦 凜香(第1位)　
　三沢 莉子(第2位)　村山 未紗(第4位京都バレエ専門学校賞)
　鶴田 千恵(第8位)
　【モダンダンス・ジャズダンス・コンテンポラリーダンス】
　＊C1　ソロ部門　西園 彩花
　＊C3　アンサンブル部門　
　作品名：Oオー 終わりなき道(第1位)　
　Team：Yuriko Ballet Studio
　松尾 和音　松浦 凜香　西園 彩花　
　中向井 幸　三沢 莉子　吉田 詩菜
　(韓国2020ソウル国際ダンスカーニバル大会参加権受賞)
　(アンジェリーナ賞)

●　NBA全国バレエコンクール　メルパルク東京
　＊中学1年生女子の部　
　大和 小莉(第3位の3スカラシップ候補)
　＊高校生女子の部　
　三沢 莉子(レフォール賞)　村山 未紗(奨励賞)
●　レッスン始め
●　熊本県芸術祭オープニングワークショップ 
　コロナ感染拡大対策の為中止
●　青木 尚哉先生コンテンポラリーWS
●　YOUTH BALLET PROJECT コロナ感染拡大防止の為中止
●　勝木 信子先生によるほめ愛講座
●　勝木 信子先生による保護者向けほめ愛ママ講座
●　九州国際ダンスコンペティション　福岡市民会館
　＊クラシックジュニア女子B部門
　大和 小莉(第3位 アルメニア国立バレエ学校短期許可受賞)
　＊クラシックジュニア女子C部門
　筒井 紫音(第4位)　鶴田 千恵
●　第8回ふくおか全国バレエコンクール　福岡市民会館
　＊小学生部門　浦水 レイ(第1位 福岡県知事賞・イージー
　ビデオ賞・チャコット賞・ミュンヘン国際サマーワークショップ賞・
　ミュンヘングランプリ2021　参加権受賞)
●　東京シティバレエ団 TCBスタジオカンパニー 岩崎 風香 入団
●　阿比留 友里香先生・勝木 萌香先生
　スタジオ生向けオンラインレッスン
●　勝木 萌香先生・五島 温大先生
　スタジオ生向けオンラインレッスン
●　阿比留 友里香先生・勝木 萌香先生
　スタジオ生向けオンラインレッスン
●　由里子先生zoomバレエクラステスト
　スタジオ生60名参加
●　コロナ感染拡大防止対策
　由里子先生クラスレッスンオンライン開始～5月末まで
●　勝木 萌香先生・五島 温大先生
　スタジオ生向けオンラインレッスン
●　阿比留 友里香先生・勝木 萌香先生
　スタジオ生向けオンラインレッスン
●　～心ひとつに～Stay Home(スタジオSNSにて動画配信)
●　勝木 萌香先生・五島 温大先生
　スタジオ生向けオンラインレッスン
●　阿比留 友里香先生・勝木 萌香先生
　スタジオ生向けオンラインレッスン
●　阿比留 友里香先生・勝木 萌香先生
　スタジオ生向けオンラインレッスン
●　青木 尚哉先生コンテzoomレッスン
●　勝木 萌香先生・五島 温大先生
　スタジオ生向けオンラインレッスン
●　青木 尚哉先生コンテzoomレッスン
●　勝木 萌香先生・五島 温大先生
　スタジオ生向けオンラインレッスン
●　通常レッスン再開
●　水井 駿介先生 上原 絵美先生　クラスレッスンB2クラス以上
●　水井 駿介先生　個人セッション A研クラス対象希望者

8月

9月
10月

11月

11月～12月

12月

●　第136回 NAMUEバレエコンクール熊本　
　くまもと森都心プラザ
　＊小学生高学年バレエシューズ部門
　石本 愛茉(第7位)　原 桜子(第8位)　守田 椿
　＊中学生部門
　浦水 レイ(第1位 ノヴォシビルスク国立バレエ学校留学権利)
　江藤 日南乃(第10位)
　＊高校生部門
　村山 未紗(第4位 ノヴォシビルスク国立バレエ学校留学権利)
　筒井 紫音(第10位)
●　セントラル・スクール・オブ・バレエ(イギリス)　
　𠮷田 詩菜　入学
●　salzburger-landestheater(オーストリア)
　勝木 萌香 入団
●　青木 尚哉先生コンテzoomレッスンB2クラス
●　青木 尚哉先生コンテzoomレッスンB2クラス
●　ユースアメリカグランプリ2021 日本予選　
　あましんアルカイックホール
　＊JR部門
　浦水 レイ(ファイナリスト アルバータバレエスクール 
　International Affiliate Program参加許可)
●　青木 尚哉先生コンテzoomレッスン
●　舞台メイク勉強会(C・B1・B2クラス親子対象)
●　ユリコバレエスタジオ おさらい会　菊陽町図書館ホール
　開演13:15　終演：17:30
●　アルバータバレエスクール
　International Affiliate Program受講　浦水 レイ
●　レッスン納め



あゆみ 2018〜2020

1994年 １月

1996年 ５月

1997年 ４月

1998年 ４月
12月

1999年 4月

2000年 4月
12月

2001年 4月
8月
12月

2002年 3月

4月
12月

2003年 3月
4月
8月
9月
12月

2004年 4月
8月
10月
11月
12月

2005年 3月
5月
5月
5月
7月
7月

7月

8月
11月
12月

2006年 6月

8月

菊陽サンリーアスパにバレエスタジオ設立

合志町ヴィーブルに教室移転

合志町主催ドレミの広場出演（ヴィーブル）

合志町主催ドレミの広場出演（ヴィーブル）
第1回ユリコバレエスタジオリサイタル（ヴィーブル）
「レッスン風景」「小品集」「くるみ割り人形より」

合志町主催ドレミの広場出演（ヴィーブル）

合志町主催ドレミの広場出演（ヴィーブル）
第２回ユリコバレエスタジオリサイタル（ヴィーブル）
「小品集」「舞」「マーチ」

合志町主催ドレミの広場出演（ヴィーブル）
佐藤先生夏期セミナー受講
クリスマス勉強会（ヴィーブル）

バレエセミナー2002 in代々木（東京）
ヤン・ヌイッツ先生指導　1名受講
合志町主催ドレミの広場出演（ヴィーブル）
第３回ユリコバレエスタジオリサイタル（ヴィーブル）
「ハーモニカ」「月」「コッペリアより」

バレエセミナー2003 in代々木（東京）２名受講
合志町主催ドレミの広場出演（ヴィーブル）
北九州＆アジア全国洋舞コンクール　1名参加（北九州）
佐藤先生夏期セミナー受講
クリスマス勉強会（ヴィーブル）

合志町主催ドレミの広場出演（ヴィーブル）
バレエセミナー200４ in宝塚　４名受講
菊陽町にスタジオ新築移転
菊陽町文化祭参加（菊陽町図書館ホール）「ワルツ」
第４回ユリコバレエスタジオリサイタル（ヴィーブル）
「ワルツ」「メッセージ」「ドンキホーテ・バルセロナの広場」

バレエセミナー2005 in代々木　５名受講（東京）
合志町主催ドレミの広場出演（ヴィーブル）
池亀典保先生特別レッスン　5名受講（東京）
吉村仁見先生特別レッスン開催
吉川美香先生講習会開催
第5回オールジャパン・バレエユニオン・シミュレーション
バレエ・コンペティション　3名参加（川口リリアメインホール）
ニューヨークよりルイス先生来熊
サマーセミナー開催　60名受講
北九州＆アジア全国洋舞コンクール　７名参加（北九州）
菊陽町文化祭参加（菊陽町図書館ホール）「夢見るバレリーナ」
クリスマス勉強会（ヴィーブル）

熊本県高校総合文化祭参加　
創作「アフタースクール」
清水バレエ・タカコバレエ・ユリコバレエ
総勢21名出演
カナダロイヤルウィニペグバレエ（RWB）スクール　
ジョアン・ギングラス先生夏期セミナー（荒尾）　14名受講

8月
8月
11月

12月

2007年 1月

7月

8月
11月
12月

2008年 1月

5月
7月

8月

9月

11月

12月

2009年 1月

3月

6月

7月

8月

Kバレエカンパニー・サマースクール2006　4名受講
上原絵美　チューリッヒ・オペラ座付属バレエ学校留学
菊陽町文化祭参加（菊陽町図書館ホール）
「バレエフェスティバル」
第５回ユリコバレエスタジオリサイタル（熊本県立劇場）
「ドン・キホーテより・夢の場」「ハーモニカ」「舞」
「バレエコンサート」「くるみ割り人形より・お菓子の国」

第3回青少年のためのバレエコンクールin福岡　
4名出場　1名決選進出　4位入賞（勝木萌香）
カナダロイヤルウイニペグバレエスクールへ2名夏期留学
（松村友里香・松野亜紀）
バレエセミナーin札幌　2名参加
菊陽町文化祭参加（菊陽町図書館ホール）「パキータほか」
おさらい会（ヴィーブル）

第4回青少年のためのバレエコンクールin福岡　
6名出場　2名決選進出　1名特別賞（勝木萌香）
熊本県高校総合文化祭5名参加（県立劇場）
上原絵美チューリッヒオペラハウスバレエ団入団
サプライズ祝賀パーティー（アンジュールハウス）
カナダロイヤルウィニペグバレエスクール
ジョアン・ギングラス先生セミナー参加（長洲みらい館）
第4回バレエコンペティションin奈良　
6名出場　1名決選進出
第6回ワークショップin奈良参加、指導者クラス受講
第18回全国バレエコンクールin名古屋　1名出場
1名決選進出　大須ういろ賞入賞（古澤未来）
レレンコワ先生特別講習会7名参加
（MBSマリバレエスクール：山口）
石井清子先生公開レッスン（県立劇場）参加
菊陽町文化祭参加（図書館ホール）
「コッペリアより一部抜粋ほか」
ユリコバレエスタジオ15周年記念公演【第6回発表会】（熊本
県立劇場）
「パキータ　ガーシュインと夢を…　コッペリア全幕」
第3回エデュケーショナルバレエコンペティション　
ジュニアA部門第4位（勝木萌香）
ドイツマンハイムバレエアカデミー入学許可

第12回NBA全国バレエコンクール　
中学生部門第5位―5（勝木萌香）
第5回ザ・バレコン福岡　入選（古澤未来）（松村友里香）
陳　風景先生　バレエセミナー
中国国立遼寧バレエ学校短期留学　
（松村友里香）（古澤未来）（松野亜紀）
カナダロイヤルウィニペグバレエ学校　
スカラシップ夏季留学（勝木萌香）
カナダロイヤルウィニペグバレエ学校
1年間スカラシップ入学許可（勝木萌香）
第7回ワークシヨップin奈良　参加
第7回ジャパングランプリ2009　ファイナリスト（松野亜紀）　
第4位－1（勝木萌香）
アメリカピッツバーグバレエ入学許可
第1回FLAP全国バレエコンクール　入選（古澤未来）
ドイツマンハイムアカデミー（勝木萌香）
2年間スカラシップ受賞　留学
第19回全国バレエコンクールin名古屋　
高校部門ミルバ賞（古澤未来）

9月

10月
11月

12月

2010年 1月
2月

3月

4月

5月
6月

7月

8月

9月

10月

12月

バレエ・ド・オペラ・テアトル・ド・リモージュ（フランス）に
ソリストとして移籍（上原絵美）
熊本県芸術文化祭オープニングステージ　
白鳥の湖全幕公演　8名出演
ユース・アメリカ・グランプリ2010日本予選出場（古澤未来）
第38回ローザンヌ国際バレエコンクール（勝木萌香）
第1次審査通過
第38回ローザンヌ国際バレエコンクール　
スイスでの第2次審査はバレエ学校とバレエ団公演との
日程調整がつかず出場断念（勝木萌香）
青島　広志先生　白鳥の湖コラボ公演　出演
（大津町文化ホール）
ユリコバレエスタジオおさらい会2009（菊陽町図書館ホール）
第4回エデュケーショナルバレエコンペティション
5名出場（東京）
決選奨励賞3名　ファイナリスト1名　予選奨励賞1名

第6回ザ・バレコン福岡　ジュニアA部門入選（古澤未来）
第7回国際バレエフェスティバルinベルリン　
クラシック部門銅メダル受賞（勝木萌香）
（7th　DANCING　OLINP2010）
中国国立遼寧バレエ学校（松村友里香）　留学
第6回ナミュークラシックバレエコンクール福岡　15名参加
高校部門第3位（古澤未来）　第5位（松野亜紀）　
中学部門第3位（柴田美波）　他入選1名
小学高学年部門第9位（五島温大）　
第10位（山崎夏海）他入選2名
第7回ナミュークラシックバレエコンクール神戸
高校部門第1位（松野亜紀）　≪優秀指導者賞受賞≫
合志市ドレミの広場出演（合志市文化センターヴィーブル）
服部勇吉　先生セミナー受講（県立劇場）
上原絵美&スン・ジャユンバレエセミナー開催　70名受講
ボリショイバレエアカデミーインセンティブ2010
ウエストオーバン
夏季短期留学（上田光希）
第8回ジャパングランプリ2名参加　入選（松野亜紀）
ピッヅーグバレエ夏季セミナー参加許可　
第1回横須賀国際バレエコンクール　
入選（松野亜紀）（柴田美波）
札幌バレエセミナー2010　3名参加
京都バレエセミナー　2名参加
夏休み親子芸術劇場（東京目黒パーシモンホール）
パキータ　ドン・キホーテ全幕公演
松村友里香　勝木萌香出演
第13回ナミュークラシックバレエコンクール八代　12名出場
高校部門第4位（松野亜紀）
中学部門第4位（柴田美波）　7位（上田光希）
8位（古閑はづき）　9位（石本紗愛）　他4名入選
小学高学年部門第3位（五島温大）　
第39回ローザンヌ国際バレエコンクール　
第一次審査通過（勝木萌香）
第7回ユリコバレエスタジオ発表会
 <前夜祭 バレエコンサート>
エチュード組曲　キャラクターダンス　
Glass　小品集　ランモンダ第3幕

2011年3月
8月

9月

10月

12月

2012年1月
2月

3月

4月

5月
6月
7月

8月

9月
10月

11月

12月

2013年1月

2月

中国国立遼寧付属バレエ学校短期留学７名
菊陽町さんさん公園夏祭り出演
第3回NAMUEクラシックコンクール鹿児島　
５名出場１名入賞
第7回バレエコンペティションin奈良　２名出場
北九州&アジア全国洋舞コンクール　1名出場
第21回全国バレエコンクールin名古屋　３名出場
夏休み親子芸術劇場 ガラ公演 海賊全幕 勝木 萌香 出演
ドイツマンハイムバレエアカデミー留学　松野 亜紀
中国国立遼寧付属バレエ学校留学 古澤 未来
副智美先生バレエワークショップ　40名参加
サラエボバレエフェスティバル出演 上原 恵美
中国天津バレエ団入団 松村友里香
ユリコバレエスタジオおさらい会2011 菊陽町図書館ホール
第6回エデュケーショナルバレエコンペティション　２名出場
バレエコンクール2011inMAIHAMA　３名出場

第15回NBA全国バレエコンクール　２名出場
エレーナ・Aレレンコワ先生セミナー（山口）　9名参加
ドイツマンハイムバレエアカデミー学校公演 ジゼル全2幕
ジゼル主役　サタネラ グラン・パド・ドゥ　勝木 萌香
2011年度熊本市ネーミングライツ特定地域文化創造事業
（バレエ公演）　１４名出演
椿姫主役 上原 絵美
ルイス.ヴィラヌエヴァ先生春のバレエセミナー
（ユリコバレエスタジオ）　40名参加
神戸全国洋舞コンクール　3名出場 
浅田良和先生バレエセミナー（ユリコバレエスタジオ）
清水マリ先生Vaセミナー（ユリコバレエスタジオ）　21名
原山すみれ先生結婚メルパルクにてA研7名踊る
第34回NAMUEクラシックバレエコンクール熊本
（ウイングまつばせ）17名　入賞８名　優秀指導者賞受賞
ジャパングランプリ2012第10回記念大会　4名出場
ジョアン・キングラス先生・原田みのる先生
バレエ・コンテンポラリーセミナー （長洲）　17名参加
第8回バレエコンペティションin奈良　１名出場
第16回ザ・バレコン名古屋（名古屋青少年文化センター）
３名出場
第22回全国バレエコンクールin名古屋
（名古屋市芸術創造センター）　４名出場　１名入賞
カールスルーエバレエ団入団 勝木 萌香
副智美先生・浅田良和先生オータムバレエセミナー 
（ユリコバレエスタジオ）　40名
菊陽町文化祭出演（菊陽町図書館ホール）
パリ・オペラ座校長セミナー・指導クラスセミナー受講
（フランス） 田上由里子
YAGP  PRIX  2012   １名出場
第7回エデュケーショナルバレエコンペティション2012　
２名出場
古閑はづき　マンハイムバレエアカデミー学校入学許可

第9回ザ・バレコン福岡（サンパレス福岡）　６名出場　４名入選
第40回広島ナミュークラシックバレエコンクール
（広島国際会議場）　２名出場　２名入選
カールスルーエバレエ団　くるみ割り人形主演　勝木萌香
音感のおくりもの 子供ミュージカルショー（火の君文化ホール）
音楽家 原田小春先生・ユリコバレエスタジオ16名出演
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第1回ふくおか全国バレエコンクール（ももちパレス）
７名出場　１名入賞
島崎徹先生コンテンポラリーセミナー（山口）13名参加
熊本県高校総文祭オープニング出演 熊本県立劇場
第45回熊本NAMUEクラシックバレエコンクール
１名出場　１名入賞
ユリコバレエスタジオ20周年記念公演 熊本県立劇場
8月17日 第8回ユリコバレエスタジオ発表会2013
ハーモニカで夢を♪バレエコンサート シンデレラ全幕
8月18日 20周年記念公演
『 眠れる森の美女 』全幕
中国国立遼寧付属バレエ学校留学 山崎 夏海
菊陽町文化祭出演 菊陽町図書館
ユースアメリカグランプリ2014日本予選　５名出場
ジュニア女性部門出場 高井 万弥
ABT サマーインテンシブNY 入学許可
第11回ふれあい館クリスマス交流音楽祭出演
冬のコンサート子供ミュージカルショー音楽のおくりもの
美里町文化交センターひびき
第8回エデュケーショナル コンペティション　６名出場
ドイツマンハイムバレエアカデミー入学許可
石本紗愛　上田光希　岩崎ふうか

ユリコバレエ保護者会yupa会
第2回ふくおか全国バレエコンクール（ももちパレス）
１７名出場　３名入賞
ベルリンインターナショナルワークショップ スカラシップ　
五島温大
ベルリンワークショップ入学許可　３名
ミュンヘンワークショップ参加許可　４名
Hearts&Mindsバレエコンクール2014
（舞浜アンフィシアター）　2名出演
全国鎌倉バレエコンクール（鎌倉芸術館）　１名出場
伊達コンペティション　１名出場　１名入賞
ベルリン国立バレエ学校ワークショップ参加　五島 温大
スリーピング.ビューティー全日本バレエコンクール　１名出場
キミホ ハルバード コンテンポラリーワークショップ
inユリコバレエスタジオ
アメリカンバレエシアター短期留学 高井 万弥
アメリカ ラグナバレエセミナー
アメリカ サウスランドアカデミーサマー参加　𠮷田 詩菜
NAMUEクラシックバレエコンクール第59回
熊本森都心プラザ　３名出場１名入賞
モスクワ国立ボリショイバレエ学校夏期レッスン 村山 未紗
ジャパンバレエコンペティション 福岡市民会館
１４名出場　５名入賞
アンサンブル部門　金賞受賞　　
アメリカ ショフリーバレエ オブ シカゴサマーセミナー参加
山崎 夏海
ジョアン.キングラス先生＆原田みのる先生
サマーセミナー2014
参加（荒尾総合文化センター）
札幌芸術の森バレエセミナー2014 
札幌芸術の森アートホール　２名参加
旅立ちのお見送り会（菊陽図書館ホール）
ベルリン国立バレエ学校 留学　五島 温大
第24回全国バレエコンクール in 名古屋
名古屋芸術創造センター　１名出場　１名入選
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ドイツマンハイムバレエアカデミー留学
石本 紗愛　上田 光希　岩崎 風香
ドイツ ミュンヘン ベディクト マンニゲル バレエアカデミー
留学　岩崎 かのり
アメリカ ショフリーバレエ オブ シカゴ留学　山崎 夏海
2014コンテンポラリーワークショップ参加
佐藤美紀先生 （JNダンスクラシック）
ユースアメリカグランプリ2015日本予選
（尼崎アルカイックホール）　２名出場　１名入選
菊陽町文化祭（菊陽町図書館ホール）
ユリコバレエスタジオおさらい会（菊陽町図書館ホール）
第9回エデュケーショナルバレエコンペティション
（調布グリーンホール）　７名出場
クラシック部門 １名入賞　コンテ部門 ２名入賞

島崎徹先生ワークショップ1/4～1/6 熊本バレエ研究所
青木尚哉先生コンテンポラリーワークショップ
1/17～1/18（JNダンスクラシック）
徳永太一先生＆エリック先生＆三船先生による
ワークショップ（ユリコバレエスタジオ）
第3回指導者トレーニングセミナー＆ワークショップ
（バレエスタジオ ミューズ）　3名参加
第3回ふくおか全国バレエコンクール
福岡市民会館大ホール　３名出場　１名入賞
ミュンヘンワークショップ参加権　高井 万弥　　　
青木尚哉先生コンテンポラリーワークショップ
（ユリコバレエスタジオ）
第1回鹿児島NBAジュニアコンクール 
鹿児島県民交流センター
3名出場　２名入賞　本選シード権獲得　２名
カールスルーエバレエ団　ジゼル主演　勝木萌香
熊本県高校総文祭オープニングステージ出演 熊本県立劇場
青木尚哉先生コンテンポラリーワークショップ
（ユリコバレエスタジオ）
カナダロイヤルウイニペグサマー参加 松浦 凜香
エッソキッズ賞優秀奨学金（学費全額免除）
岡本バレエ公演 福岡アクロスシンフォニーホール　1名出演
ハンガリードレスデンサマー参加 山代 好花
第58回長洲町文化祭出演 （ながす未来館）
松村友里香ゲスト出演
京都ナミューコンクール エキシビション出演
イギリスセントラルスクールオブバレエサマー参加　
井口 萌々子
青木尚哉先生コンテンポラリーワークショップ
（ユリコバレエスタジオ）
JAPANグランプリ2015　8名出場　３名入選
シアトルバレエサマープログラム参加　池田 萌花
第11回 バレエコンペティションin奈良２名出場　１名入選
第13回 バレエワークショップin奈良　１名参加
ミュンヘン・ローエングリン・バレエ学校留学　佐々木 遥
バレエアカデミーベネディクトマンニゲル留学　上田 光希
青木尚哉先生コンテンポラリーワークショップ
（ユリコバレエスタジオ）
YAGP PRIX 2016　3名出場　１名入選
ジョフリーバレエ アカデミー 短期参加許可（松浦凜香）
ワシントン・スクール・オブ・バレエ短期参加許可（松浦凜香）
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2017年1月

1月30日～
2月４日

YURIKO BALLET STUDIO PERFORMANCE 2015　
熊本県立劇場
「海賊」より花園の場　Stars and Stripes ～マーチ～
Contemporary Dance～コンテンポラリー～
La Fille Mal Gardee　～リーズの結婚～
第１０回　エヴァエフドキモア記念エデユケーショナル
バレエコンペティション 1名出場
第12回　ザ・バレコン福岡　福岡市民会館　
4名出場　 ジュニアB部門1位

第１９回NBA全国バレエコンクール　メルパルク東京 
1名出場
青木直哉先生コンテンポラリーワークショップ
（ユリコバレエスタジオ）
１６ｔｈ　オールジャパンバレエユニオンコンクール　2名出場
第4回　ふくおか全国バレエコンクール　福岡市民会館　
６名出場　２名入賞
第2回NBAコンクール鹿児島　かごしま県民交流センター　
４名出場中学1年の部１－１位４名入賞
青木直哉先生コンテンポラリーワークショップ　
地震の為中止
青木直哉先生コンテンポラリーワークショップ
（ユリコバレエスタジオ）
福島昌美先生ワークショップ（ユリコバレエスタジオ）
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 
1名出場入選
ジョアン先生ワークショップ（JNダンスクラシック）
第4回NBA福岡ジュニアバレエコンクール　
大野城まどかぴあ　４名出場４名入賞
Classical Ballet Competition第1回2016福岡久留米
シティプラザ12名出場JB部門　1位　JA部門　3位
JNダンスクラッシック発表会参加　松浦凜香　松村友里香　
勝木萌香　出演
蔵健太先生ワークショップ　ユリコバレエスタジオ
第85回NAMUEバレエコンクール熊本　ながす未来館　
８名出場　７名入賞
青木直哉先生コンテンポラリーワークショップ
（ユリコバレエスタジオ）
YAGP2017日本予選　あましんアルカイックホール　
２名入選
ユリコバレエスタジオおさらい会　菊陽図書館ホール
菊陽文化祭参加　菊陽図書館ホール
カールスルーエバレエ団　勝木萌香　
タイツアーでくるみ割り人形主演
左右木健一先生ワークショップ　ユリコバレエスタジオ
宮内麻衣子先生ワークショップ　御代志市民センター
第13回　ザ・バレコン福岡　福岡市民会館　１名出場　入選
松浦凜香　エキシビション参加

第２０回　NBA全国バレエコンクール　メルパルク東京　
１名入選
カンヌ・ロゼア・ハイタワー・バレエスクール短期留学参加　
松浦凜香
ジョン・クランコ・スクール短期留学参加　松浦凜香
青木直哉先生コンテンポラリーワークショップ　
ユリコバレエスタジオ
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第5回Program　for　Competition　inOKAYAMA
SYMPHONY　HALL２名出場
青木直哉先生コンテンポラリーワークショップ
（ユリコバレエスタジオ）
The　World　Ballet　Trial-Tokyo　Stage-2nd　
日本橋公会堂　１名入賞
第1回　NEW　GENERATION　BALLET　CONCOR　
１位参加
第5回ふくおか全国バレエコンクール　福岡市民会館　
６名出場４名入賞
カールスルーエバレエ団　勝木萌香　ラ・シルフィード主演
Victoria　Academy　of　Ballet短期留学
（授業料半年免除獲得）　山代好花
H/W　School　of　Ballet　短期留学　山代好花
藤田真紀先生ワークショップ　ユリコバレエスタジオ
カナダロイヤルウイ二ペグバレエスクールサマーセッション
参加（中向井幸・三沢莉子）
青木直哉先生コンテンポラリーワークショップ
（ユリコバレエスタジオ）
JNダンスクラシック発表会参加
モナコ王立プリンセス・グレースバレエアカデミーサマー留学
（松浦凜香）
唐杉さやか先生　クラシックワークショップ
宮内麻衣子先生コンテンポラリーワークショップ
左右木健一先生ワークショップ
Victoria　Academy　of　Ballet　年間留学（山代好花）
Japan　Ballet　Competition　福岡2017　
福岡市民会館　4名出場　１名入賞
ミュンへンサマーワークショップ参加　中向井幸

第96回　NAMUEバレエコンクール熊本 5名出場５名入賞　
国際バレエアワード2017　２名出場１名入賞
Classical　Ballet　Competition第2回2017福岡
久留米シティプラザ６名出場３名入賞
蔵健太先生ワークショップ（ユリコバレエスタジオ）
第15回全国ジュニアバレエコンクール　
ジャパングランプリ2017　1名出場　１名入選
JNダンスクラシックスタジオワークショップ　
Boysセミナー参加
青木直哉先生コンテンポラリーワークショップ
（ユリコバレエスタジオ）
青木直哉先生コンテンポラリーワークショップ
（ユリコバレエスタジオ）
全国ダンサー育成プロジェクト2017　1名参加
YAGP日本予選2018　１名出場　１名入選
YURIKO BALLET STUDIO PERFORMANCE 2017 10th
「テーマとヴァリエーション」　Contemporary Dance　
「くるみ割り人形」～クララの夢～

●　第21回 全国NBAバレエコンクール （メルパルク東京） 
　中学3年生部門  ファイナリスト
●　あびる友里香　Iwasaki Ballet Company 入団
●　宮内麻衣子先生コンテンポラリーワークショップ
　（ユリコバレエスタジオ）
●　市民会館開館50年記念ガラコンサート「未来へ」
　守田椿、原桜子、石本愛茉　出演
●　第6回ふくおか全国バレエコンクール  （福岡市民会館）  
　中学生部門  第4位
●　第7回全国バレエコンクールin八王子
　（オリンパスホール八王子）                     
　Studio Architanz Workshop,Tokyo Scholarship 1名
●　九州国際バレエコンペティション福岡3名入賞、
●　宮内麻衣子先生・唐杉さやか先生WS　県立劇場
●　宮内麻衣子先生・唐杉さやか先生　パフォーマンス　
　八千代座
●　宮内麻衣子先生WS　ユリコバレエスタジオ
●　GW茂木先生・柳生先生　特別講習会　
　シンデレラ・バレエ・スポット
●　青木尚哉先生WS　ユリコバレエスタジオ
●　左右木バレエ　国際特別WS　1名参加　
●　宮城県仙台市　左右木健一バレエスクール
●　キーロフ・アカデミー・オブ・ワシントン短期留学　
　アメリカ合衆国・ワシントンD.C.　村山未紗
●　モナコ公立プリンセス・グレース・アカデミー短期留学　
　モナコ　松浦凜香
●　ドイツ・ミュンヘン短期留学　𠮷田詩菜
●　英国ロイヤルバレエスクール2018サマーインテンシブ　
　イギリス・リッチモンド　ホワイトロッジ
　三沢莉子（100%スカラシップ）
●　ヴィクトワールバレエコンペティション福岡2018　1名参加
●　バルナ国際バレエコンクール及びガラ・コンサート　
　ブルガリア　五島温大（第2位）（ベルリン国立バレエ学校）
●　International Summer School Dresden　𠮷田詩菜
●　MANUE熊本　くまもと森都心プラザ　3名入賞
●　第29回清里フィールドバレエ公演　
　招聘（シャンブルウエストバレエ団公演）　
　長野県 清里高原萌木の村
　松浦凜香（第7回全国バレエスクールin八王子1～3位
　入賞者（2位）　招聘）
●　蔵健太先生ＷＳ in 熊本（ユリコバレエスタジオ主宰）
　県立劇場リハーサル室
　小5～中1　参加者９名　中2～高1　参加者６名
●　国際バレエアワード　1名2位入賞　東京
●　海外バレエ合同オーディション
　松浦凜香（エリソンバレエサマー参加許可、ボッタイニ・メル
　ロ・インターナショナル・センターオブ・アーツ年間留学許可）
●　Art in motion Munich　𠮷田詩菜
●　Youth Spirit Of Dance ポーランド公演　
　松浦凜香（出演合格）
●　A Project Fukuoka（コンテンポラリー作品） 
　齊藤光希・西園彩花　出演　福岡　なみきホール
●　英国スタイルを学ぶ　4日間サマーWS　ノアStudio　
　都立大Studioめぐろパーシモンホール　三沢莉子
●　ロイヤルエレガンスの夕べ出演者WS　
　三沢莉子（100%スカラシップ）
●　ロイヤルエレガンスの夕べ出演　めぐろパーシモンホール
　三沢莉子

●　ロシアノヴォシビスク国立バレエ学校入学　村山未紗
●　青木尚哉先生ＷＳ　ユリコバレエスタジオ
●　佐藤愛による立ち方セミナー　Anteprima Incontro
　（福岡）天貝ほまれ
●　宮内麻衣子先生ＷＳ　ユリコバレエスタジオ
●　ボッタイニ・メルロ・インターナショナル・センターオブ・アーツ
　入学　ドイツ・ミュンヘン　松浦凜香
●　松村友里香先生結婚式祝いの舞披露　
　参加者　A研クラス7名
●　第21回　尚絅中学高等学校　尚絅コンサート出演　
　県立劇場コンサートホール　鶴田千恵
●　青木尚哉先生ＷＳ　ユリコバレエスタジオ
●　おさらい会　合志市ヴィーブル
●　A Project Fukuoka（コンテンポラリー作品）出演　福岡
　なみきホール　齊藤光希　五島温大　出演
●　第15回ザ・バレコン福岡　福岡市民会館　3名入賞
●　Win Broeckx Produce Ballet Seminar　𠮷田詩菜
●　英国スタイル・バレエ講習会　東京
　松浦凜香（イングリッシュ・ナショナル・バレエ・スクール　
　サマー参加許可）

●　Fukuoka International Ballet Festival Winter 
　Intensive in Fukuoka福岡　松浦凜香、𠮷田詩菜
●　Youth Ballet Project 唐杉さやか先生主宰　
　熊本県立劇場演劇リハーサル室
●　ドレスデンWS　東京　中向井幸
●　Fukuoka International Ballet Festival Winter 
　Intensive in Kumamoto　熊本　𠮷田詩菜
●　Studio ARCHITANTZ世界との出会いin熊本　
　熊本県立劇場
　松本凛、中向井幸、𠮷田詩菜、鶴田千恵、筒井しの、
　浦水レイ、天貝ほまれ
●　青木尚哉先生WS　ユリコバレエスタジオ
●　熊本県公立文化施設協議会　主催　技術研修会　
　舞台作品協力　11名　菊陽町図書館ホール
●　MANUE福岡　福岡　2名入賞
●　九州国際バレエコンペティション　ももちパレス　大ホール
　1名入賞　クラシック部門 コンテンポラリーアンサンブル部門
　アンサンブル部門2位（1位該当なし）
●　ふくおか全国バレエコンクール　フルール 福岡市民会館 
　2名入賞
●　PICD　パシフィックインターナショナル　バレエコンペ
　ティション東京　練馬区文化センター　1名入賞
●　石本紗愛　シャンブルウエスト研究生として入団　
●　YOUTH BALLET PROJECT（唐杉さやか先生） 
　植木文化ホール　　
●　CLAY JAPAN（OUROメンバーと共演） 熊本県 八千代座
　斉藤光希　松尾和音
●　ヨエル・カレーニョ先生、ルランク・ファントンガレン先生に
　よるクラシック・コンテWS　ユリコバレエスタジオ
●　青木尚哉先生コンテンポラリーWS ユリコバレエスタジオ
●　DLS（Dancers Life Support）キッズセミナー　東京　
　天貝ほまれ
●　Victoire Ballet Competition　福岡国際会議場　
　1名入賞　　　
●　YOUTH BALLET PROJECT（唐杉さやか先生）
　ユリコバレエスタジオ　　
●　チェコ　ヤナチェックコンサバトリー短期研修 チェコ共和国
　𠮷田詩菜

●　第12回 スリーピング・ビューティー全日本バレエコンクール
　東京　1名入賞
●　コロラドバレエアカデミー2019　サマーインテンシブ
　アメリカ合衆国　岩瀨さやか
●　ノヴォシビルスク劇場WS　スタジオアーキタンツ（東京）
　村山未紗（バレエクラス・Ⅴaクラス・パ・ド・ドゥクラス受講）　
●　ドイツマンハイムバレエアカデミー卒業　岩崎風香　
●　ベルリン国立バレエ学校卒業　五島温大
●　JNダンスクラシック発表会参加 長洲未来館 希望者参加
●　arcotte International BALLET WEEK　松浦凜香
●　Japan Ballet Competition　福岡2019　2名入賞　
●　国立ハンガリアンダンスアカデミー　サマーコース
　ハンガリー　中向井 幸
●　蔵 健太先生WS（英国ロイヤルバレエスクール教師）主催
　熊本県立劇場リハーサル室
●　ジョアン先生WS　JNダンスクラシック　希望者
　浦水レイ　カナダ　ロイヤルウイニペグバレエスクール
　サマーセッション2020参加権
●　Educational Ballet Competition 
　Gala Performance出演　東京メルパルクホール
　勝木萌香（州立カールスルーエバレエ団　ソリスト）
　岩崎風香（マンハイムバレエアカデミー）
●　Ｄ＆Ｄ　Masterclass in Japan　松浦凜香
●　福岡インターナショナルバレエフェスティバル
　「ガラコンサート」2019出演　
　久留米シティプラザ　𠮷田詩菜
●　芝本梨花子先生WS　天貝ほまれ
●　2019 oFuro Summer Intensive　カナダ　松尾和音
●　Oper Halle 入団　ドイツ　勝木萌香　五島温大
●　国立ハンガリアンダンスアカデミー入学　ハンガリー　
　中向井 幸
●　徳永太一先生、エリック・クロフォード先生、
　宮内浩之先生によるWS　ユリコバレエスタジオ
●　青木尚哉先生コンテンポラリーWS　ユリコバレエスタジオ
●　ヤナチェックコンサバトリー入学　チェコ共和国　𠮷田詩菜
●　青木尚哉先生コンテンポラリーWS　ユリコバレエスタジオ
●　菊陽町文化祭出演
●　YURIKO BALLET STUDIO PERFORMANCE 2019 11th
　25周年Anniversary 「グラズノフより愛を込めて」
　「コンテンポラリー」「ジゼル全幕」 in 県立劇場
●　宮内麻衣子先生コンテWS　
　スタジオにて開催　小3以上希望者
●　第1回　火の国くまもと洋舞コンクール　
　くまもと森都心プラザ
　【クラシック】
　＊T2　中学1年～2年部門　大和 小莉(第1位)
　＊T3　中学3年～18歳部門　松浦 凜香(第1位)　
　三沢 莉子(第2位)　村山 未紗(第4位京都バレエ専門学校賞)
　鶴田 千恵(第8位)
　【モダンダンス・ジャズダンス・コンテンポラリーダンス】
　＊C1　ソロ部門　西園 彩花
　＊C3　アンサンブル部門　
　作品名：Oオー 終わりなき道(第1位)　
　Team：Yuriko Ballet Studio
　松尾 和音　松浦 凜香　西園 彩花　
　中向井 幸　三沢 莉子　吉田 詩菜
　(韓国2020ソウル国際ダンスカーニバル大会参加権受賞)
　(アンジェリーナ賞)

●　NBA全国バレエコンクール　メルパルク東京
　＊中学1年生女子の部　
　大和 小莉(第3位の3スカラシップ候補)
　＊高校生女子の部　
　三沢 莉子(レフォール賞)　村山 未紗(奨励賞)
●　レッスン始め
●　熊本県芸術祭オープニングワークショップ 
　コロナ感染拡大対策の為中止
●　青木 尚哉先生コンテンポラリーWS
●　YOUTH BALLET PROJECT コロナ感染拡大防止の為中止
●　勝木 信子先生によるほめ愛講座
●　勝木 信子先生による保護者向けほめ愛ママ講座
●　九州国際ダンスコンペティション　福岡市民会館
　＊クラシックジュニア女子B部門
　大和 小莉(第3位 アルメニア国立バレエ学校短期許可受賞)
　＊クラシックジュニア女子C部門
　筒井 紫音(第4位)　鶴田 千恵
●　第8回ふくおか全国バレエコンクール　福岡市民会館
　＊小学生部門　浦水 レイ(第1位 福岡県知事賞・イージー
　ビデオ賞・チャコット賞・ミュンヘン国際サマーワークショップ賞・
　ミュンヘングランプリ2021　参加権受賞)
●　東京シティバレエ団 TCBスタジオカンパニー 岩崎 風香 入団
●　阿比留 友里香先生・勝木 萌香先生
　スタジオ生向けオンラインレッスン
●　勝木 萌香先生・五島 温大先生
　スタジオ生向けオンラインレッスン
●　阿比留 友里香先生・勝木 萌香先生
　スタジオ生向けオンラインレッスン
●　由里子先生zoomバレエクラステスト
　スタジオ生60名参加
●　コロナ感染拡大防止対策
　由里子先生クラスレッスンオンライン開始～5月末まで
●　勝木 萌香先生・五島 温大先生
　スタジオ生向けオンラインレッスン
●　阿比留 友里香先生・勝木 萌香先生
　スタジオ生向けオンラインレッスン
●　～心ひとつに～Stay Home(スタジオSNSにて動画配信)
●　勝木 萌香先生・五島 温大先生
　スタジオ生向けオンラインレッスン
●　阿比留 友里香先生・勝木 萌香先生
　スタジオ生向けオンラインレッスン
●　阿比留 友里香先生・勝木 萌香先生
　スタジオ生向けオンラインレッスン
●　青木 尚哉先生コンテzoomレッスン
●　勝木 萌香先生・五島 温大先生
　スタジオ生向けオンラインレッスン
●　青木 尚哉先生コンテzoomレッスン
●　勝木 萌香先生・五島 温大先生
　スタジオ生向けオンラインレッスン
●　通常レッスン再開
●　水井 駿介先生 上原 絵美先生　クラスレッスンB2クラス以上
●　水井 駿介先生　個人セッション A研クラス対象希望者

8月

9月
10月

11月

11月～12月

12月

●　第136回 NAMUEバレエコンクール熊本　
　くまもと森都心プラザ
　＊小学生高学年バレエシューズ部門
　石本 愛茉(第7位)　原 桜子(第8位)　守田 椿
　＊中学生部門
　浦水 レイ(第1位 ノヴォシビルスク国立バレエ学校留学権利)
　江藤 日南乃(第10位)
　＊高校生部門
　村山 未紗(第4位 ノヴォシビルスク国立バレエ学校留学権利)
　筒井 紫音(第10位)
●　セントラル・スクール・オブ・バレエ(イギリス)　
　𠮷田 詩菜　入学
●　salzburger-landestheater(オーストリア)
　勝木 萌香 入団
●　青木 尚哉先生コンテzoomレッスンB2クラス
●　青木 尚哉先生コンテzoomレッスンB2クラス
●　ユースアメリカグランプリ2021 日本予選　
　あましんアルカイックホール
　＊JR部門
　浦水 レイ(ファイナリスト アルバータバレエスクール 
　International Affiliate Program参加許可)
●　青木 尚哉先生コンテzoomレッスン
●　舞台メイク勉強会(C・B1・B2クラス親子対象)
●　ユリコバレエスタジオ おさらい会　菊陽町図書館ホール
　開演13:15　終演：17:30
●　アルバータバレエスクール
　International Affiliate Program受講　浦水 レイ
●　レッスン納め


