
卒業生出演者

ゲ　ス　ト

Kyoto Ballet Gala

 
 

プログラム

グラン・パ・ド・ドゥ

パ・ド・トロワ
トロワオダリスク

 影の王国のパ・ド・ドゥ
 

グラン・パ・ド・ドゥ

グラン・パ・ド・ドゥ
グラン・パ・ド・ドゥ

ラ・フィーユ・マル・ガルデ より
ラ・バヤデール第3幕
ジゼル第2幕 より
白鳥の湖 第1幕 より
海賊 より
エスメラルダ より
サタネラ より
ライモンダ第3幕 より

グラン・パ・ド・ドゥ
グラン・パ・ド・ドゥ

オデットのヴァリアシオン
ヴァリアシオン

王子の友人の踊り

フレスコ
ディベルティスマン

眠れる森の美女第3幕 より
ドン・キホーテ第3幕 より
白鳥の湖第2幕 より
ラ・フィーユ・マル・ガルデ より
白鳥の湖第3幕 より

せむしの仔馬 より
ナポリ第3幕 より

稲毛　大輔（田中俊行バレエ団） 惠谷　　彰（惠谷バレエスタジオ） 田中　　惇（芦内朋子バレエスクール）
塚本　士朗（フリー） 長谷川元志（神澤千景バレエスタジオ） 吉田　　旭（宮下靖子バレエ団）

笠原　千裕（第23期） 藤川　雅子（第27期） 朝野　菫子（第37期） 榊原　奈美（第37期）
佐々木理沙（第37期） 伊藤　大地（第37期） 酒井　美穂（第41期） 德永実奈美（第41期）
前野　詩織（第41期）  福島　由香（第42期） 辻井　七海（第43期） 吉田　まい（第43期）
本庄　風愛（第43期） 佐々木朝彩（第44期） 髙橋　　萌（第44期） 仁井田陽奈（第44期）
平古場菜穂（第44期） 東本　深月（第44期）

マキロバレエロワイヤル  前田　真希（高等課程第7期生）
京都バレエ専門学校　学校生

一般社団法人 京都バレエ団（京都バレエ専門学校内）
〒606-8267 京都市左京区北白川西町73　TEL（075）701-6026
E-mail　attend@kyoto-ballet-academy.com  　
ホームページ　http://www.kyoto-ballet-academy.com/

主  催
（お問合わせ）

2022年

2月19日㈯ ロームシアター京都 サウスホール
開場 13：00　開演 13：30
全自由席／前売券 3,000円 

裏面第1回Kyoto Ballet Gala Special とセットで同時購入の方は1階（指定席）1,000円割引、2階（自由席）500円割引となります。
当日券500円UP

第5回



惠谷　　彰
（惠谷バレエスタジオ）

山本　隆之 石田　亮一
（牧阿佐美バレエ団）

二山　治雄
（元パリ・オペラ座バレエ団）契約ダンサー　　　　　

佐々木夢奈
（佐々木美智子バレエ団）

長谷川元志
（神澤千景バレエ教室）

藤川　雅子
（京都バレエ団）

酒井　美穂
（京都バレエ団）

平古場菜穂
（京都バレエ団）

仁井田陽奈
（京都バレエ団）

北野　優香
（京都バレエ団）

前澤　芽依
（京都バレエ団）

梅本　悠羽
（スターダンサーズバレエ団研修生）

鷲尾　佳凛
（京都バレエ団）

光永　百花
（牧阿佐美バレエ団）

Kyoto Ballet Gala
Special 

第1回京都バレエガラスペシャルでは各地で活躍する卒業生がスペシャルプログラムを踊ります。どうぞお楽しみに。

出　演

ゲスト

第1回

一般社団法人 京都バレエ団（京都バレエ専門学校内）
〒606-8267 京都市左京区北白川西町73　TEL（075）701-6026
E-mail　attend@kyoto-ballet-academy.com  　
ホームページ　http://www.kyoto-ballet-academy.com/

主  催
（お問合わせ）

ラ・シルフィード、ジェンツァーノの花祭、ラ・ヴィヴァンディエール
ライモンダ、ロミオとジュリエット　他

演  目

2022年

2月19日㈯ ロームシアター京都 サウスホール
開場 17：30　開演 18：00
1階 5,000円 指定席／2階 4,000円 自由席

裏面第5回Kyoto Ballet Galaとセットで同時購入の方は1階1,000円割引、2階500円割引となります。

当日券500円UP



お申込みは、FAX、メール、お電話にて承ります。【FAX：075-712-8303】 

 

 

 

※下記必要事項に正確にご記入ください。                    記入日：   月   日  

フリガナ  

お名前(漢字)  

チケット送付先 (□は☑を付けてください。) □自宅   □会社   □その他(         ) 

住所 
〒                                

 

電話･携帯番号  FAX 番号  

E-mail 
※ブロック体にて 

  お願い致します。 

                        
 

 

第 5 回 Kyoto Ballet Gala  13：30 開演 

全席自由 3,000 円(税込) ×    枚 ＝        円 
 

Kyoto Ballet Gala Special 18：00 開演 

1 階(指定席) 5,000 円(税込) ×    枚 ＝        円 

2 階(自由席) 4,000 円(税込) ×    枚 ＝        円 

 

第５回 Kyoto Ballet Gala ＆ Special 同時購入割引チケット 

同時にセット券をお申込みの方は 1 階席 1,000 円割引、2 階席 500 円割引とさせて頂きます 

全席自由＋1 階(指定席) 8,000 円(税込)→7,000 円(税込) ×   セット ＝        円 

全席自由＋2 階(自由席) 7,000 円(税込)→6,500 円(税込) ×   セット ＝        円 

 

チケット料金総合計  ＝        円 

送料 (直接受け取りの方は必要ございません)  ＝     500 円 

お支払い総計金額  ＝        円 

 

 

《ファックスの場合》 

申込書をファックスを頂きましたら、公演事務局より受付確認書をファックス致します。 

《ホームページお問合せフォーム(メール)、電話でお申込みの場合》 

上記お申込み内容をお知らせください。※メールの場合、公演事務局より受付確認内容をメール致します。 

 

※いかなるお申込み方法でも指定席でお席をお選びになりたい場合は、お申込み後お電話ください。 

※【attend@kyoto-ballet-academy.com】こちらのメールアドレスよりご返信致します。アドレスの指定受信設定をしてください。 

※確認書記載のゆうちょ銀行口座にチケット代金と送料 500 円を合わせてお振込みください。 

手数料は、ご負担くださいますようお願い申し上げます。クレジットカード決済は行っておりません。 

※代金確認後にチケットを発送いたします。       

 

 

 

 

 

 

※注意事項については裏面を必ずご確認ください。 

 

有馬龍子記念 京都バレエ団 チケット購入申込書 

＊お問い合わせ＊ 

一般社団法人 京都バレエ団・京都バレエ専門学校 北白川スタジオ 

〒606‐8267 京都市左京区北白川西町 73 TEL(075)701‐6026 FAX(075)712‐8303 

E メール:attend@kyoto-ballet-academy.com URL:http://www.kyoto-ballet-academy.com/ 
 

【～申込からチケット発送までの流れ～】 
12 月 13 日(月) 

１０時より 

チケット受付開始！ 

http://www.kyoto-ballet-academy.com/


 

 

【重要事項】 

 

・チケット裏面にある記載事項(お名前、電話番号)をご記入の上、当日お越しください。 
 ※個人情報の取り扱いについて 

   可能な限り新型コロナウィルスの感染防止対策に努めて参りますが、万が一感染症が発生した場合、本情報を必要に応じて

保健所及び公的機関へ開示します事をご了承ください。 

本情報は、感染症が発生しなかった場合は本公演 1か月後に速やかに破棄致します。 

個人情報は管理責任を定め、紛失や漏洩がないよう積極的な安全対策を実施致します。 

 

・チケット送料ですが、北海道・沖縄県については、さらに別途料金が必要となります。 

 

・膝上入場はお断りいたしております。 

 

・2歳以上入場可能ですが、チケットが必要となります。2歳未満は入場不可です。 

 

・病気、怪我等、やむを得ない事情により出演は変更となる場合があります。最終的な出演者は当

日発表とさせていただきます。 

 

・公演中止の場合を除き、キャスト変更に伴うチケット代金の払い戻し、券種の変更はお受けでき

ません。 

 

・公演中止の場合の旅費、チケット送料等の補償はいたしかねます。 

・会場整理の都合上、病気やけが・障害によりお身体の不自由なお客様のお席へのご案内が前後す

る場合がございます。お客様の安全を第一に考え、会場内をスムーズに行き来できるよう心掛け

ますので、何卒ご了承くださいませ。 

 

・演出上開演後の入場は制限させていただく場合があります。 

 

・館内での写真撮影・録音・録画・携帯電話等の使用は、固くお断りいたします。 

 

 


