
第13回琉球新報

第12回プレバレエコンクール

会　場：琉球新報ホール

500円
500円

1,000円
※入場券は当日会場で販売します。
※主催者の判断により入場を制限する場合があります。

クラシックバレエ部門 予選
創作舞踊部門

プレバレエコンクール

クラシックバレエ部門 決勝
表彰式

創作舞踊部門

児童B
児童A
ジュニアB
ジュニアA
シニア

（小3～小4）
（小5～小6）
（中1～中3）
（高1～高3）
（19歳以上）※年齢制限なし

児童
ジュニア
シニア

（小学生）
（中学生・高校生）
（19歳以上）

主 催：琉球新報社
協 力 ： 公益社団法人日本バレエ協会沖縄支部、チャコット株式会社

（那覇市泉崎1-10-3）

後 援 ： 沖縄県、那覇市、那覇市教育委員会、沖縄テレビ放送、NHK沖縄放送局、
　　　　ラジオ沖縄、エフエム沖縄

問い合わせ先：琉球新報国際バレエコンクール事務局（琉球新報社内）

団体A（出場者の平均年齢が
14歳以上のグループ）
団体B（出場者の平均年齢が
13歳以下のグループ）

個人の部

団体の部

〒900-8525 沖縄県那覇市泉崎1-10-3　　TEL：098-865-5255　FAX：098-868-6065

11月23日（水・祝）
11月26日（土）
11月27日（日）

審査員（予定）

琉球新報国際バレエコンクールホームページ： http://ryukyushimpo.jp/ballet/     E-mail  :  ballet@ryukyushimpo.co.jp

日　時：2022年11月23日（水・祝）・26日（土）・27日（日）

2021年11月27日（土）
12:00～

2022年11月27日（日）
12:00（予定）～

久保 紘一
（NBAバレエ団 芸術監督）
岸辺 光代
（岸辺バレエスタジオ主宰）
李 波
（李波バレエアカデミー主宰・元スターダンサーズバレエ団プリンシパル）
セルゲイ・サボチェンコ
（元ドイツ・ハノーバー州立劇場バレエ団プリンシパル）
長崎 佐世
（公益社団法人日本バレエ協会沖縄支部　支部長）

申し込み締め切りは2022年8月26日（金）
必着。申込書等詳細については事務局へ
お問い合わせください。

出場申込

2022年11月23日（水・祝）
15:00～

2022年11月26日（土）
12:00（予定）～

2022年11月23日（水・祝）
15:00（予定）～



Invitation for
The 13th Ryukyu Shimpo International Ballet Competition

(Okinawa,Japan)

◇ Competition Schedule: November 26th-27th, 2022

◇ Competition Venue: Ryukyushimpo Hall  1-10-3, Izumizaki Naha City 

◇ Performance Divisions:
  【Classical Ballet Division】(no performance category limit, within 2 minutes.)
　・Children B (age 9-10)   ・Children A(age 11-12)  ・Junior B(age 13-15) 
　・Junior A(age 16-18)  　　　・Senior (age 19 ～)
　【Creative Dance Solo Division】(within 5 minutes)
　・Children(age 9-12) 　　・Junior(age 13-18) 　　 ・Senior（age 19 ～）

◇ Application Deadline: August 26th,2022
◇ Application Fee: 20,000 JPY

◇ CD recorded with music for the performance should be sent to the Competition Secretariat 
　 2 weeks prior to the date of the competition.

◇ Awards
　 Grand Prix (Certificate and prize of JPY 100,000)
　 Senior Division’s first prize(Certificate and prize of JPY 60,000)
　 Junior A Division’s first prize(Certificate and prize of JPY 50,000)
　 ＊Other divisions and other rankings are also awarded. 

◇ For more information, please contact to the Competition Secretariat(The Ryukyu Shimpo)
　 Address: 1-10-3,Izumizaki Naha City 
　 HP: http://ryukyushimpo.jp/ballet/   E-mail: ballet@ryukyushimpo.co.jp

◇ 比赛日期: 2022年11月26日 至27日

◇ 比赛会场: 琉球新报演藝廰 (地址: 冲绳县那霸市泉崎1-10-3)

◇ 比赛种类及分组:
   【古 典 芭 蕾 部 门】共5组 (表演曲目自定, 时间不超过2分钟)
        1, 小学生B组(9岁—10岁)　　2, 小学生A组(11岁—12岁)　　3, 初中生组(13岁—15岁)
        4, 高中生组(16岁—18岁)　　 5, 成人组(19岁以上)

   【编舞・独舞部门】 (表演曲目自定,时间不超过5分钟)
        1, 小学生组(9岁—12岁)          2, 中学生组(13岁—18岁)         3, 成人组(19岁以上)

◇ 报名截止日期:  2022年8月26日

◇ 报名费:  20,000日元 

◇ 比赛所需音乐CD : 请务必于比赛日期的两星期之前提交到组委会.

◇ 比赛奖项设置:
        大奖 ( 奖状及奖金10万日元)
        成人组第1名(奖状及奖金6万日元), 第2名(奖状及奖金4万日), 第3名(奖状及奖金3万日元), 
        　　　第4名至第6名(奖状)
        高中生组第1名(奖状及奖金5万日元),第2名(奖状及奖金3万日元), 第3名(奖状及奖金2万日元),
        　　　第4名至第6名(奖状)
        注: 其他各小组・名次等也设有奖状,副奖等. 

◇ 咨询及报名:  请与比赛组委会联系
             　　　　比赛组委会(琉球新报社广告事业局) 联系地址: 日本冲绳县那霸市泉崎1-10-3
　　　　　　　　HP: http://ryukyushimpo.jp/ballet/    E-mail: ballet@ryukyushimpo.co.jp

第十三届琉球新报国际芭蕾舞比赛（日本沖縄）
征集参赛者


