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第12回琉球新報プレバレエコンクール

募 集 要 項
　　

◇名　　称　　第12回琉球新報プレバレエコンクール

◇趣　　旨　　「第13回琉球新報国際バレエコンクール」の一環で、バレエに励むすべての子どもた

　　　　　　　ちを応援することを目的に実施する。コンクール受験にはまだ早いが、一生懸命レッ

　　　　　　　スンに取り組み、挑戦したいという小・中学生が対象。舞台経験を積むことで、次代

　　　　　　　を担う舞踊家の育成を目指す。

◇主　　催　　琉球新報社

◇審査日程　　2022年11月23日（水）15：00開始（予定）

　　　　　　　審査順： →クラシックバレエ

　　　　　　　　　　　 →創作舞踊・団体→創作舞踊・個人

◇会　　場　　琉球新報ホール

　　　　　　　那覇市泉崎1-10-3　098-865-5255

◇部　　門　　クラシックバレエ部門　（小学１年生～中学３年生）

　　　　　　　創作舞踊部門　個人・団体に分けて審査する。

　　　　　　　　　　　　　　※舞踊のジャンルは問わない。

　　　　　　　【個人の部】（小学１年生～中学３年生）

　　　　　　　【団体の部】（小学１年生～中学３年生）

　　　　　　　　※「創作舞踊・団体の部」は、幅広い年齢で構成することがあるため、出場枠には

　　　　　　　　　柔軟性を持たせて設定しています。

◇出 場 料　　申込み後の返金はいたしません

　　　　　　　クラシックバレエ部門：6,000円　

　　　　　　　創作舞踊部門

　　　　　　　【個人の部】6,000円　※但し、クラシックバレエ部門にも出場する者は、3,000円。

　　　　　　　【団体の部】12,000円（2～7人）　※８人以上からは１人につき1,500円の追加。

　　　　　　　　※創作舞踊部門の同一部門への重複出場も可

◇出場資格　　バレエ教室(または研究所)に所属する小学１年生～中学３年生までの児童生徒。国籍

　　　　　　　は問わない｡クラシックバレエ部門はバレエシューズかトウシューズで参加すること｡

◇申込方法　　締め切りは2022年8月26日（金）必着
　　　　　　　新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、琉球新報社での対面受付は致しません。

　　　　　　　下記のいずれかの方法でお申込みください。

　　　　　　　　※写真を添付する必要はありません。

　　　　　　　１．郵　　送：出場申込書をホームページからダウンロードし印刷したものに必要事

　　　　　　　　　　　　　　項を記入し、事務局あてに郵送する。

　　　　　　　２．メ ー ル：ホームページからダウンロードした出場申込書ファイルに必要事項を

　　　　　　　　　　　　　　記入し、大会事務局へ送信する。

　　　　　　　３．グーグルフォーム：受験部門ごとに下記QRコードから必要事項を入力し送信する。

　　　　　　　　　創作舞踊部門・団体は事前に出演者の名簿（氏名・ふりがな・年齢）を作成して

　　　　　　　　　ください。ファイルの形式は問いません。

　　　　　　　　　　　　クラシック部門　　　　　　　　　創作舞踊部門

　　　　　　　【銀行振込】（振込手数料は、出場者負担です）

　　　　　　　　個人で振り込む際は、必ず出場者本人の名前で振込すること。

　　　　　　　　複数人まとめる場合は団体名で振込み、名簿を郵送またはメールで事務局に送付す

　　　　　　　　ること。

　　　　　　　　それ以外の場合は本人確認が取れず、申込受付できない場合もある。

　　　　　　　　振込口座：沖縄銀行　本店　普通預金　口座番号1239706

　　　　　　　　　　　　　口座名義　株式会社　琉球新報社　

　　　　　　　　※出場申込書、出場料の両方が確認された者から出場が確定する。

　　　　　　　　※入金後の返金は不可。

　　　　　　　　※演技時間の超過がある場合は、追加料金も合わせて納入すること。

◇出場確定　　申込み締め切り後、コンクール当日に関する資料と出場票を郵送する(11月上旬予定)｡

　　　　　　　資料を確認し、内容に変更・修正がある場合は、速やかにコンクール事務局へ連絡す

　　　　　　　ること。

◇パスカード　審査当日に発行する。郵送された出場票を持参すること。

　　　　　　　出場者は、審査当日、パスカードを提示し入退場できる。

　　　　　　　※各教室の指導者とサポートスタッフには、当日、受付にてパスカードを発行する。

　　　　　　　　ただし、密集を避けるため最少人数で来場すること。

　　　　　　　※家族用のパスカードは発行しない。

　　　　　　　※パスカードを持たない者の控室への出入りを禁止する。

◇出 場 順　　審査の出場順は、原則として小学校低学年から順に出場する。

◇審査方法　　主催者が任命した審査員が行う。

　　　　　　　※コンクール終了後、審査員から参加者へのアドバイスシートを指導者の先生（また

　　　　　　　　は出場者本人）へ送付する。

◇審 査 員　　伊野波留利氏（伊野波バレエスタジオ 主宰）

　　　　　　　緑間貴子氏（緑間バレエスタジオ 主宰）

　　　　　　　島袋成子氏（クレアール・バレエ教室 主宰）

　　　　　　　島袋稚子氏（那覇シティバレエスクール 主宰）

　　　　　　　森島富美加氏（森島富美加バレエ教室　主宰）

　　　　　　　喜久村明理氏（バレエ教室ラ・プラージュ 主宰）

　　　　　　　※審査員は変更する場合もある。

◇伴奏音楽　　クラシックバレエ部門

           　 クラシックバレエからのバリエーション。演目は自由。一人１曲。

　　　　　　　音楽は音の始まりから終わりまで原則２分以内。２分を超える場合は、10秒あたり　

　　　　　　　1,000円の追加料金を出場料に加えること。

　　　　　　　（例：２分１秒～２分10秒→出場料6,000円＋1,000円＝7,000円）

　　　　　　　創作舞踊部門

　　　　　　　音楽は音の始まりから終わりまで原則５分以内。５分を超える場合は、10秒あたり　

　　　　　　　1,000円の追加料金を出場料に加えること。

　　　　　　　（例：５分１秒～５分10秒→出場料12,000円＋1,000円＝13,000円）

◇伴奏用音源　１曲のみ収録したCD１枚を10月14日（金）必着で事務局に提出すること。

　　　　　　　当日は同じ音源を予備として各自１枚持参していただきますが、提出の必要はありま

　　　　　　　せん。

　　　　　　　※再生は、１トラック0分00秒からのスタートとする。

　　　　　　　※CDはラベルに「部門、氏名、演目、出方（上手or下手）、音（板付or音先orきっか

　　　　　　　　け）」を記入すること。

　　　　　　　※音出しのタイミングが｢きっかけ｣の場合、指導者は音響係の傍らで指示を行うこと。

◇舞　　台　　間口14ｍ　奥行9.5ｍ　リノリウムあり。ホリゾントに地明り。

　　　　　　　※創作舞踊部門の小道具は、出場者が持ち運べる程度のものに限る。

　　　　　　　※舞台を傷める恐れのあるもの、設置に著しく時間がかかるものは不可。

　　　　　　　※演技後に掃除が必要なものも不可。

◇一般観覧入場料　※新型コロナウイルスの感染状況によっては無観客となる場合もあります。

　　　　　　　【プレバレエコンクール】　11月23日（水・祝）　500円

　　　　　　　【創作舞踊部門、クラシックバレエ部門・予選】　11月26日（土）　500円

　　　　　　　【クラシックバレエ部門・決勝、表彰式】　11月27日（日）　1,000円

　　　　　　　※プレバレエコンクールは「第13回琉球新報国際バレエコンクール」の一環で開催し

　　　　　　　　ます。　

　　　　問い合わせ　　　琉球新報国際バレエコンクール事務局（琉球新報社内）

　　　　　　　　　　　　〒900-8525　沖縄県那覇市泉崎1-10-3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL：098-865-5255　　FAX：098-868-6065

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ballet@ryukyushimpo.co.jp

　　　　　　　　　　　　　　　　　　    http://ryukyushimpo.jp/ballet
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第12回琉球新報プレバレエコンクール

募 集 要 項
　　

◇名　　称　　第12回琉球新報プレバレエコンクール

◇趣　　旨　　「第13回琉球新報国際バレエコンクール」の一環で、バレエに励むすべての子どもた

　　　　　　　ちを応援することを目的に実施する。コンクール受験にはまだ早いが、一生懸命レッ

　　　　　　　スンに取り組み、挑戦したいという小・中学生が対象。舞台経験を積むことで、次代

　　　　　　　を担う舞踊家の育成を目指す。

◇主　　催　　琉球新報社

◇審査日程　　2022年11月23日（水）15：00開始（予定）

　　　　　　　審査順： →クラシックバレエ

　　　　　　　　　　　 →創作舞踊・団体→創作舞踊・個人

◇会　　場　　琉球新報ホール

　　　　　　　那覇市泉崎1-10-3　098-865-5255

◇部　　門　　クラシックバレエ部門　（小学１年生～中学３年生）

　　　　　　　創作舞踊部門　個人・団体に分けて審査する。

　　　　　　　　　　　　　　※舞踊のジャンルは問わない。

　　　　　　　【個人の部】（小学１年生～中学３年生）

　　　　　　　【団体の部】（小学１年生～中学３年生）

　　　　　　　　※「創作舞踊・団体の部」は、幅広い年齢で構成することがあるため、出場枠には

　　　　　　　　　柔軟性を持たせて設定しています。

◇出 場 料　　申込み後の返金はいたしません

　　　　　　　クラシックバレエ部門：6,000円　

　　　　　　　創作舞踊部門

　　　　　　　【個人の部】6,000円　※但し、クラシックバレエ部門にも出場する者は、3,000円。

　　　　　　　【団体の部】12,000円（2～7人）　※８人以上からは１人につき1,500円の追加。

　　　　　　　　※創作舞踊部門の同一部門への重複出場も可

◇出場資格　　バレエ教室(または研究所)に所属する小学１年生～中学３年生までの児童生徒。国籍

　　　　　　　は問わない｡クラシックバレエ部門はバレエシューズかトウシューズで参加すること｡

◇申込方法　　締め切りは2022年8月26日（金）必着
　　　　　　　新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、琉球新報社での対面受付は致しません。

　　　　　　　下記のいずれかの方法でお申込みください。

　　　　　　　　※写真を添付する必要はありません。

　　　　　　　１．郵　　送：出場申込書をホームページからダウンロードし印刷したものに必要事

　　　　　　　　　　　　　　項を記入し、事務局あてに郵送する。

　　　　　　　２．メ ー ル：ホームページからダウンロードした出場申込書ファイルに必要事項を

　　　　　　　　　　　　　　記入し、大会事務局へ送信する。

　　　　　　　３．グーグルフォーム：受験部門ごとに下記QRコードから必要事項を入力し送信する。

　　　　　　　　　創作舞踊部門・団体は事前に出演者の名簿（氏名・ふりがな・年齢）を作成して

　　　　　　　　　ください。ファイルの形式は問いません。

　　　　　　　　　　　　クラシック部門　　　　　　　　　創作舞踊部門

　　　　　　　【銀行振込】（振込手数料は、出場者負担です）

　　　　　　　　個人で振り込む際は、必ず出場者本人の名前で振込すること。

　　　　　　　　複数人まとめる場合は団体名で振込み、名簿を郵送またはメールで事務局に送付す

　　　　　　　　ること。

　　　　　　　　それ以外の場合は本人確認が取れず、申込受付できない場合もある。

　　　　　　　　振込口座：沖縄銀行　本店　普通預金　口座番号1239706

　　　　　　　　　　　　　口座名義　株式会社　琉球新報社　

　　　　　　　　※出場申込書、出場料の両方が確認された者から出場が確定する。

　　　　　　　　※入金後の返金は不可。

　　　　　　　　※演技時間の超過がある場合は、追加料金も合わせて納入すること。

◇出場確定　　申込み締め切り後、コンクール当日に関する資料と出場票を郵送する(11月上旬予定)｡

　　　　　　　資料を確認し、内容に変更・修正がある場合は、速やかにコンクール事務局へ連絡す

　　　　　　　ること。

◇パスカード　審査当日に発行する。郵送された出場票を持参すること。

　　　　　　　出場者は、審査当日、パスカードを提示し入退場できる。

　　　　　　　※各教室の指導者とサポートスタッフには、当日、受付にてパスカードを発行する。

　　　　　　　　ただし、密集を避けるため最少人数で来場すること。

　　　　　　　※家族用のパスカードは発行しない。

　　　　　　　※パスカードを持たない者の控室への出入りを禁止する。

◇出 場 順　　審査の出場順は、原則として小学校低学年から順に出場する。

◇審査方法　　主催者が任命した審査員が行う。

　　　　　　　※コンクール終了後、審査員から参加者へのアドバイスシートを指導者の先生（また

　　　　　　　　は出場者本人）へ送付する。

◇審 査 員　　伊野波留利氏（伊野波バレエスタジオ 主宰）

　　　　　　　緑間貴子氏（緑間バレエスタジオ 主宰）

　　　　　　　島袋成子氏（クレアール・バレエ教室 主宰）

　　　　　　　島袋稚子氏（那覇シティバレエスクール 主宰）

　　　　　　　森島富美加氏（森島富美加バレエ教室　主宰）

　　　　　　　喜久村明理氏（バレエ教室ラ・プラージュ 主宰）

　　　　　　　※審査員は変更する場合もある。

◇伴奏音楽　　クラシックバレエ部門

           　 クラシックバレエからのバリエーション。演目は自由。一人１曲。

　　　　　　　音楽は音の始まりから終わりまで原則２分以内。２分を超える場合は、10秒あたり　

　　　　　　　1,000円の追加料金を出場料に加えること。

　　　　　　　（例：２分１秒～２分10秒→出場料6,000円＋1,000円＝7,000円）

　　　　　　　創作舞踊部門

　　　　　　　音楽は音の始まりから終わりまで原則５分以内。５分を超える場合は、10秒あたり　

　　　　　　　1,000円の追加料金を出場料に加えること。

　　　　　　　（例：５分１秒～５分10秒→出場料12,000円＋1,000円＝13,000円）

◇伴奏用音源　１曲のみ収録したCD１枚を10月14日（金）必着で事務局に提出すること。

　　　　　　　当日は同じ音源を予備として各自１枚持参していただきますが、提出の必要はありま

　　　　　　　せん。

　　　　　　　※再生は、１トラック0分00秒からのスタートとする。

　　　　　　　※CDはラベルに「部門、氏名、演目、出方（上手or下手）、音（板付or音先orきっか

　　　　　　　　け）」を記入すること。

　　　　　　　※音出しのタイミングが｢きっかけ｣の場合、指導者は音響係の傍らで指示を行うこと。

◇舞　　台　　間口14ｍ　奥行9.5ｍ　リノリウムあり。ホリゾントに地明り。

　　　　　　　※創作舞踊部門の小道具は、出場者が持ち運べる程度のものに限る。

　　　　　　　※舞台を傷める恐れのあるもの、設置に著しく時間がかかるものは不可。

　　　　　　　※演技後に掃除が必要なものも不可。

◇一般観覧入場料　※新型コロナウイルスの感染状況によっては無観客となる場合もあります。

　　　　　　　【プレバレエコンクール】　11月23日（水・祝）　500円

　　　　　　　【創作舞踊部門、クラシックバレエ部門・予選】　11月26日（土）　500円

　　　　　　　【クラシックバレエ部門・決勝、表彰式】　11月27日（日）　1,000円

　　　　　　　※プレバレエコンクールは「第13回琉球新報国際バレエコンクール」の一環で開催し

　　　　　　　　ます。　

　　　　問い合わせ　　　琉球新報国際バレエコンクール事務局（琉球新報社内）

　　　　　　　　　　　　〒900-8525　沖縄県那覇市泉崎1-10-3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL：098-865-5255　　FAX：098-868-6065

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ballet@ryukyushimpo.co.jp

　　　　　　　　　　　　　　　　　　    http://ryukyushimpo.jp/ballet
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　　　　　　　創作舞踊部門　個人・団体に分けて審査する。

　　　　　　　　　　　　　　※舞踊のジャンルは問わない。
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◇申込方法　　締め切りは2022年8月26日（金）必着
　　　　　　　新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、琉球新報社での対面受付は致しません。

　　　　　　　下記のいずれかの方法でお申込みください。

　　　　　　　　※写真を添付する必要はありません。

　　　　　　　１．郵　　送：出場申込書をホームページからダウンロードし印刷したものに必要事

　　　　　　　　　　　　　　項を記入し、事務局あてに郵送する。

　　　　　　　２．メ ー ル：ホームページからダウンロードした出場申込書ファイルに必要事項を

　　　　　　　　　　　　　　記入し、大会事務局へ送信する。

　　　　　　　３．グーグルフォーム：受験部門ごとに下記QRコードから必要事項を入力し送信する。

　　　　　　　　　創作舞踊部門・団体は事前に出演者の名簿（氏名・ふりがな・年齢）を作成して

　　　　　　　　　ください。ファイルの形式は問いません。

　　　　　　　　　　　　クラシック部門　　　　　　　　　創作舞踊部門

　　　　　　　【銀行振込】（振込手数料は、出場者負担です）

　　　　　　　　個人で振り込む際は、必ず出場者本人の名前で振込すること。

　　　　　　　　複数人まとめる場合は団体名で振込み、名簿を郵送またはメールで事務局に送付す

　　　　　　　　ること。

　　　　　　　　それ以外の場合は本人確認が取れず、申込受付できない場合もある。

　　　　　　　　振込口座：沖縄銀行　本店　普通預金　口座番号1239706

　　　　　　　　　　　　　口座名義　株式会社　琉球新報社　

　　　　　　　　※出場申込書、出場料の両方が確認された者から出場が確定する。

　　　　　　　　※入金後の返金は不可。

　　　　　　　　※演技時間の超過がある場合は、追加料金も合わせて納入すること。

◇出場確定　　申込み締め切り後、コンクール当日に関する資料と出場票を郵送する(11月上旬予定)｡

　　　　　　　資料を確認し、内容に変更・修正がある場合は、速やかにコンクール事務局へ連絡す

　　　　　　　ること。

◇パスカード　審査当日に発行する。郵送された出場票を持参すること。

　　　　　　　出場者は、審査当日、パスカードを提示し入退場できる。

　　　　　　　※各教室の指導者とサポートスタッフには、当日、受付にてパスカードを発行する。

　　　　　　　　ただし、密集を避けるため最少人数で来場すること。

　　　　　　　※家族用のパスカードは発行しない。

　　　　　　　※パスカードを持たない者の控室への出入りを禁止する。

◇出 場 順　　審査の出場順は、原則として小学校低学年から順に出場する。

◇審査方法　　主催者が任命した審査員が行う。

　　　　　　　※コンクール終了後、審査員から参加者へのアドバイスシートを指導者の先生（また

　　　　　　　　は出場者本人）へ送付する。

◇審 査 員　　伊野波留利氏（伊野波バレエスタジオ 主宰）

　　　　　　　緑間貴子氏（緑間バレエスタジオ 主宰）

　　　　　　　島袋成子氏（クレアール・バレエ教室 主宰）

　　　　　　　島袋稚子氏（那覇シティバレエスクール 主宰）

　　　　　　　森島富美加氏（森島富美加バレエ教室　主宰）

　　　　　　　喜久村明理氏（バレエ教室ラ・プラージュ 主宰）

　　　　　　　※審査員は変更する場合もある。

◇伴奏音楽　　クラシックバレエ部門

           　 クラシックバレエからのバリエーション。演目は自由。一人１曲。

　　　　　　　音楽は音の始まりから終わりまで原則２分以内。２分を超える場合は、10秒あたり　

　　　　　　　1,000円の追加料金を出場料に加えること。

　　　　　　　（例：２分１秒～２分10秒→出場料6,000円＋1,000円＝7,000円）

　　　　　　　創作舞踊部門

　　　　　　　音楽は音の始まりから終わりまで原則５分以内。５分を超える場合は、10秒あたり　

　　　　　　　1,000円の追加料金を出場料に加えること。

　　　　　　　（例：５分１秒～５分10秒→出場料12,000円＋1,000円＝13,000円）

◇伴奏用音源　１曲のみ収録したCD１枚を10月14日（金）必着で事務局に提出すること。

　　　　　　　当日は同じ音源を予備として各自１枚持参していただきますが、提出の必要はありま

　　　　　　　せん。

　　　　　　　※再生は、１トラック0分00秒からのスタートとする。

　　　　　　　※CDはラベルに「部門、氏名、演目、出方（上手or下手）、音（板付or音先orきっか

　　　　　　　　け）」を記入すること。

　　　　　　　※音出しのタイミングが｢きっかけ｣の場合、指導者は音響係の傍らで指示を行うこと。

－３－

◇舞　　台　　間口14ｍ　奥行9.5ｍ　リノリウムあり。ホリゾントに地明り。

　　　　　　　※創作舞踊部門の小道具は、出場者が持ち運べる程度のものに限る。

　　　　　　　※舞台を傷める恐れのあるもの、設置に著しく時間がかかるものは不可。

　　　　　　　※演技後に掃除が必要なものも不可。

◇一般観覧入場料　※新型コロナウイルスの感染状況によっては無観客となる場合もあります。

　　　　　　　【プレバレエコンクール】　11月23日（水・祝）　500円

　　　　　　　【創作舞踊部門、クラシックバレエ部門・予選】　11月26日（土）　500円

　　　　　　　【クラシックバレエ部門・決勝、表彰式】　11月27日（日）　1,000円

　　　　　　　※プレバレエコンクールは「第13回琉球新報国際バレエコンクール」の一環で開催し

　　　　　　　　ます。　

　　　　問い合わせ　　　琉球新報国際バレエコンクール事務局（琉球新報社内）

　　　　　　　　　　　　〒900-8525　沖縄県那覇市泉崎1-10-3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL：098-865-5255　　FAX：098-868-6065

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ballet@ryukyushimpo.co.jp

　　　　　　　　　　　　　　　　　　    http://ryukyushimpo.jp/ballet


