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SEASON 
SCHEDULE
UNBLANCHEの2023年に��するプログラムは、�下となります。
UNBLANCHEは、レベルや年�に捉われず「バレエが�き」という気持ちを�援します。
年間の留�には、まだ踏み切れない。プロと同じ��で��を��したい。

��のコンクールに�たい�といった、1�1�の⽬標や�を⼀�に�えていきます。

1⽉ オーディションプログラム
4つのアメリカのバレエ��へのサマースクールオーディション。
2022年�����率100%

2⽉ VIBEスカラシップオーディション
VIBEコンクール���� グレゴーが来⽇。ワークショップ兼オーディションを開�し、VIBEコンクール
�場のためのスカラシップ、UNBLANCHEから���スカラシップを授�。

3⽉ ザンクトペルテンガラ��
ヨーロッパバレエ団との�同��。スプリングガラへUNBLANCHEダンサー��。

4⽉ VIBEコンクール
VIBEコンクールへの�場�び現地でのワークショップに��。コンクール��⽇に開�されるガラコン
サートへ優先的に��。

5⽉ チェコ国立バレエ団����ワークショップ/オーディション
2023年内に⾏われるチェコ国立バレエ団への留�をかけたワークショップ/オーディションをチェコ国立
バレエ団����を�え開�。

6⽉ マイアミシティバレエ団1�間留�
ディレクター�びバレエマスターのレッスンをバレエ団のスタジオで受�。

2019年���1�サマースクール����得

7⽉ サマーインテンシブ in オーストリア
ウィーンで2⽇間の�別ワークショップからザンクトペルテンへ�動し10⽇間現地の⽣徒と⼀流�師と�
ごす2�間。

8⽉ エトワールガラ in マイアミ
�界のプリンシパルが�まるガラに2022年に�き�き��。

9⽉-12⽉ 
9⽉から12⽉にかけて、ヨーロッパにある有�バレエ��への独⾃留�、12⽉のUNBLANCHE��.  (くる
み�り�形、パドドゥ、�付�による作品) に向けての��バレエ団ソリスト��とのパドドゥワークシ
ョップ、�付�との作品制作/リハーサルなど、予�しております。



2023
SEASON 
AUDITION/WORKSHOP 
UNBLANCHEは�立してから3年間、年�やレベルに��なく「バレエが�き」という気持ちを�援して
きました。�プログラムは、2023年6⽉にUNBLANCHEが4周年を�える前の、�⼤成の��になりま
す。「��で�ぶ」「��で踊る」チャンスをたくさんのダンサーに�えたいと�え、�回

UNBLANCHE 2023 SEASON AUDITION/WORKSHOPを開�いたします。
2023年に開�されるプログラムへの��をかけたオーディションは、�回開�されるオーディションの
みとなります。再度募�やオーディションを開�する予�はございません。是�この��に、�来を⾒

据えた1�を⼀�に踏み�しませんか。

2022年11⽉25⽇ (金) ・26⽇ (⼟) ・27⽇ (⽇)
都立⼤スタジオノア 3st（〒152-0031 東�都⽬黒�中�1-7-23 STビル）

オーディション/ワークショップティーチャー
UNBLANCHE���� ライナー・クレンシュテッター

ウィーン国立バレエ��にてバレエを�める。1999年 ロイヤルバレエスクールに��。 2000年 ウィーン国立
バレエ団にコールドとして�団。2002年 マラーホフ率いるベルリン国立バレエに�団、その�、同バレエ団プ
リンシパルに昇�。「マラーホフの�り物」や、ヤナ・サレンコ、ポリーナ・セミオノワはじめ、たくさんの優

れたダンサーと��を��踏む。

2014年 マイアミシティバレエ団にプリンシパルとして�団。2020年 UNBLANCHE�����任。
2021年 マイアミシティバレエ団�団。国�バレエコンクールにて��受賞。 その中の⼀つ、1999年ローザンヌ
国�バレエコンクール1�受賞。 現在、�界でゲストティーチャーとして活�中。

スケジュール

11⽉25⽇ (金) レギュラーレッスン (90�)・ポワント (45�)・コンビネーション (90�)
11⽉26⽇ (⼟) レギュラーレッスン (90�)・バランシンレパートリー (120�)  *Junior 1 : 90�
11⽉27⽇ (⽇) レギュラーレッスン (90�)・コンビネーション�査

カテゴリー

JUNIOR 1 (10歳から14歳）11⽉25⽇ (金) 10:30 - 14:35｜11⽉26⽇ (⼟) 10:30 - 13:40｜11⽉27⽇ (⽇) 10:30 - 13:10
JUNIOR 2 (15歳から30歳）11⽉25⽇ (金) 15:30 - 19:35｜11⽉26⽇ (⼟) 14:30 - 18:10｜11⽉27⽇ (⽇) 14:30 - 17:10

ワークショップ内�

レギュラークラス

JUNIOR 1�コンクールで踊るためのテクニックではなく、これからのバレエ�⽣で��的に必�な基�
      を中�に�めていきます。
JUNIOR 2�ステップやテクニックなどの技�指�の枠を超えて各ダンサーに�も�った踊りへと�き、
                  「�せるバレエ」をテーマに�めていきます。 

ポワントクラス

JUNIOR 1�⼗�なウォームアップをバーで⾏い、正しい立ち�、��、ポワントワークから、�かいコ
      ーディネーションまで指�します。
JUNIOR 2�テクニックのみならず、トランジションのスキルに重きをおきポワントワークを�きます。

バランシンレパートリークラス

JUNIOR 1�チャイコフスキーパドドゥ女性バリエーション
JUNIOR 2�スターズ＆ストライプス バリエーション＆コーダ

コンビネーション

25⽇ (金) にオーディション�査⽤コンビネーション��れ (1��) を⾏います。
27⽇ (⽇) にオーディション�査を⾏います。



2023
SEASON 
AUDITION/WORKSHOP 

���⽤

オーディション/ワークショップ��者
このオーディションには�否はなく、UNBLANCHEが主�するプログラムの���をかけたオーディシ
ョンとなります。オーディション�果発�は、各クラス��⽇オーディション�に発�いたします。

3⽇間�¥33,000 *�3⽇間��必須

�査基�

UNBLANCHE代�並びに����が�査いたします。レベルや年�ではなく、バレエが�きという気持
ちを�援しチャンスを�えたいと�えています。⾏かなければわからない、その��に立たなければ�

じない�別な体�をUNBLANCHEと⼀�に是�、��していただきたい。

ワークショップのみの��者

ワークショップのみ (�査���) ご希�の�は、3⽇間の中でお�きな⽇�でご受�が可�です。但し、
27⽇ (⽇) のコンビネーション�査は、オーディション希���者のみとさせていただきます。
1⽇のみ�� ¥15,000｜2⽇間�� ¥28,000｜3⽇間�� ¥42,000

2023年のイベントへの��をご希�の�は、2022年11⽉25⽇から27⽇に⾏われるUNBLANCHE 2023
SEASON AUDITION / WORKSHOPへの��が必須となります。

よくあるご�問

クラスでの服�に指�はありますか�

バレエ歴や、ポワント歴が�いので

すが��できますか�

タイツ、レオタード (指�なし) 、スカート、ショートパンツ�
⽤可、ウォームアップウェア�⽤不可

もちろんご��いただけます�UNBLANCHEは年�、レベルに
��なく「バレエが�き」という気持ちを�援しております。

��で踊ってみたい、�んでみたい、そういったバレエが�き

な��にチャンスがあります。 ワークショップのみの��も可
�です。

保�者の⾒�はできますか� お��の��カテゴリーのみのご⾒�が可�です。各クラス先

�25����、1⽇-3⽇間の��⾒�可�。⾒�料�¥2,500/1�

オーディションでは、1�1つのイベン
トに�り�けられますか�

1�1つという決まりはございません。可�性や情�を�じたダ
ンサーには��のイベントへの���可を�したいと�えてお

ります。

イベントへの��有�のお�事はい

つまででしょうか�

ワークショップ��⽇に���料お�しいたします。

その他、ご不�点ございましたらUNBLANCHE�式LINEまでお問い�わせください。

UNBLANCHE 2023 SEASON AUDITION / WORKSHOPのお申�は、2022年9⽉21⽇から10⽉31⽇までと
なっております。�員に�した時点でお申�みは�め切らせていただきます。お申�みご希�の�は、

UNBLANCHE�式LINEにご��ください。



2023
SEASON 
DEATILS
1⽉ オーディションプログラム
アメリカの有�バレエ��4�で開�される2023年サマースクールのオーディションを、��プライベ
ートで⾏います。2022年の同プログラムでは��率を100%�き�しました。オーディションはZOOM
オンラインにて4�の��先⽣が�査いたします。��者は事前にコンビネーションを����のライ
ナーと��することができるため、スキルはもちろん、�の��ができます。プログラムには、�下

が�まれます。

■UNBLANCHE����ライナーレッスン8回受� (120�/1回)
8回�のレッスンでオーディションへの��をします。また、「��状」として個々のレベルや�みな
どを事前にまとめ、それぞれの���にオーディション前に�付いたします。

■UNBLANCHE����ライナーのバリエーションレッスン2回受� (30�/1回)。
■オーディションの��・バリエーションビデオ�付

オーディション当⽇、8回のレッスンで��をしてきたコンビネーションをバーから披露します。バリ
エーションは、動�にてZoomオーディション�に���へUNBLANCHEから�付します。
▶開�⽇�1⽉1�⽬から2⽉5⽇ (Zoomオーディションは2⽉5⽇となります)
▶�����マイアミシティバレエ��、カンザスシティバレエ��、サンフランシスコバレエ��

      バレエメットアカデミー

▶��可�年��11歳から20歳まで
▶開�場��オンライン

▶���⽤�¥144,000 (レッスン代、オーディション代、��との��代⾏、��状、サマー���
の年間プログラムへの����)

マイアミシティバレエ��

マイアミシティバレエ団の付属��。フロリダ州マイアミは、�しいビーチを持つ��地として知られています。1933年に��さ
れ、現代のダンスシーンを�徴するダンス��とダンサー�成プログラムに��がある。レッスンはぎっしり、⽉�⽇から⼟�⽇

まで。マイアミ・シティ・バレエ団の��への��チャンスを⽤�しているのも、��の�⼒のその⼀つ。（寮�あり）

ディレクター�ARANTXA OCHOA
サマーカリキュラム�バレエテクニック/ポワント/バリエーション/パドドゥ/レパートリー/コンテンポラリー/�付など

カンザスシティバレエ��

カンサスシティバレエ団の附属��。現在、アカデミーには600��上の�⽣がおり、この地域で�⼤のバレエ��の1つとなって
います。すべてのクラスは、�先�のスタジオで�く�価されている�員によって�えられています。カンサス・シティ・バレエ

団の��への��チャンスを⽤�しているのも、��の�⼒のその⼀つ。（寮�あり）

ディレクター�LAUREN FADELEY VEYETTE
サマーカリキュラム�バレエテクニック/ポワント/バリエーション/パドドゥ/レパートリー/コンテンポラリー/キャラクターなど

サンフランシスコバレエ��

�界で華々しい活�を�げた著�な�授陣による、�の�いレッスンが�⼤の�徴となっており、カリキュラムも��していま

す。サンフランシスコ・バレエ団の��に�るチャンスが�えられ、プロとしての��が⼗�にできる��となっており、 年間留
�の場�、サマースクール��必須。（寮�あり）

ディレクター�PATRICK ARMAND
サマーカリキュラム�バレエテクニック/ポワント/バリエーション/パドドゥ/レパートリー/コンテンポラリー/キャラクターなど

バレエメットアカデミー

バレエメットバレエ団付属の��。バレエからジャズ、モダン、タップまでさまざまなクラスを�えています。�界クラスの�場

で�年恒例の�のパフォーマンス、くるみ�り�形のBalletMetによるエキサイティングなパフォーマンスの��に��するチャ
ンスがあります。�6⽇のカリキュラムで、�いスタジオでのびのびとレッスンができる��。（寮�あり）

ディレクター�MARIA TOIJA
サマーカリキュラム�バレエテクニック/ポワント/バリエーション/パドドゥ/レパートリー/コンテンポラリー/キャラクターなど



2023
SEASON 
DEATILS
2⽉ VIBEスカラシップオーディション
VIBE (ウィーン・インターナショナル・バレエ・エクスペリエンス) ダンスコンクールの����であ
るグレゴー・ハタラを�え、ワークショップ/スカラシップオーディションを開�します。��者の中
から��に�し、4⽉にウィーンで⾏われるVIBEコンクールへの���⽤から、50％〜75％を負担す
るスカラシップを授�します。UNBLANCHEからは、���⽤スカラシップを授�します。
▶開�⽇�2023年2⽉18⽇ (⼟) 、19⽇ (⽇)
▶��可�年��10歳�上
▶ワークショップ・オーディション内�� レギュラーレッスン、バリエーション指� (20�/1�) *コ
ンクールで踊るバリエーション

▶開�場��東�都内のスタジオ

▶ワークショップ・オーディション���⽤�¥25,500

3⽉ ザンクトペルテンガラ��
オーストリア、ザンクトペルテンにあるEUROPABALLETとの�同��。EUROPABALLETが主�する
スプリングガラにUNBLANCHEから3-5�のダンサーが��予�。リハーサルは、Zoomと�⾯の��
で��します。�在中は、EUROPABALLETのカンパニークラス��やウィーンにてUNBLANCHEによ
る�別レッスン、ウィーン国立バレエ団プリンシパルとのディナーや��も⾏います。�⽬はクラシ

ックレパートリーとなります。

▶開�⽇�3⽉23⽇ (⽊) (⽇��発) - 3⽉28⽇ (�) (⽇��国) *Zoom/�⾯リハーサルは3⽉中。
▶��可�年��15歳�上
▶開�場��オンライン (リハーサル) 、都内 (リハーサル) 、オーストリア (��/�別レッスン)
▶ガラ���⽤�¥480,000+�⾏�代 (�����⽤、リハーサル�⽤、現地での��、現地�泊�
⽤、現地�動�⽤、プリンシパルとの�流ディナー、�別レッスン�⽤、⽇��国から�国までのア

テンド、��、��、��り)

4⽉ VIBEコンクール
4⽉にオーストリアにて開�されるVIBEコンクールへ、UNBLANCHEが⼿配するツアーのもと��しま
す。このコンクールへの��は【2⽉VIBEスカラシップオーディション】に��したダンサーのみに�
ります。スカラシップ受賞者でなくても��が可�です。コンクール��の他、UNBLANCHEによる
�別ワークショップも��します。�コンクールには��にハンガリー国立バレエ団����、ウィ

ーン国立バレエ団元バレエマスター、ロゼラハイタワーバレエマスター、チェコ国立バレエ団���

�、エルムハーストバレエ���など、⼀流�が�査員として�まっています。コンクールで授�さ

れるスカラシップには、バレエ団�団やバレエ�����可などの他、賞金も⽤�されています。さ

らに、コンクール��⽇には、ガラ��があり、UNBLANCHEのサポートの元、��したダンサー
は、ガラ��のチャンスがあります。

▶開�⽇�4⽉2⽇ (⼟) (⽇��発) - 4⽉8⽇ (⼟) (⽇��国)
▶コンクール���⽤��200ユーロ (オリジナルスカラシップなしの場�)
▶開�場��オーストリア

▶アンブランシェサポート�⽤�¥180,000+�⾏�代 (現地�泊�⽤、現地�動�⽤、現地�別UNBL
ANCHEワークショップ、ガラ��への��、⽇��国から�国までのアテンド、��）
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5⽉ チェコ国立バレエ団����ワークショップ/オーディション
2023年内に⾏われるチェコ国立バレエ団への留�をかけたワークショップ/オーディションをチェコ国
立バレエ団����を�え開�。����から�められたダンサーは、チェコ国立バレエ団への留�

を�可され、�⽇のカンパニークラスをバレエ団員と⼀�に受�、リハーサル⾒�、�別クラスなど

を��予�。バレエ団への�団チャンスも。

▶開�⽇�2023年5⽉25⽇ (⽊) 、26⽇ (金) 、27⽇ (⼟)
▶��可�年��17歳�上
▶ワークショップ・オーディション内�� 3⽇間のレギュラーレッスン (90�) 、3⽇間のポワントレッ
スン (45�）、3⽇間のレパートリー (45�)
▶開�場��東�都内のスタジオ

▶ワークショップ・オーディション���⽤�¥25,500
▶2023年チェコ国立バレエ団への留��⽤�¥480,000+�⾏�代 (カンパニークラス、カンパニーリ
ハーサルなどの⾒�、���賞�⽤、�別レッスン、現地�泊�⽤、現地での�動�⽤、⽇��国か

ら�国までのアテンド、��）

6⽉ マイアミシティバレエ団 1�間留�
1�間マイアミシティバレエ団へ留�し、UNBLANCHEが⽤�する��したプログラムに��します。
2020年に同プログラムを���、3年の時を�て再び復活したプログラムです。プロになりたいのであ
れば、プロと同じ��で�ぶことが��であり、⼀�のモチベーション・インスピレーションになる

と�え、バレエ��ではなくバレエ団への留�を開�。1�間の�在中には、バレエ団のミストレス/マ
スター、プリンシパルが�師となりバレエ団のスタジオにて��者のみでの�別レッスンを�⽇�

�。そしてバレエ団ダンサーの男性とパドドゥレッスン/発�、バランシンレパートリー、プライベー
トレッスン、さらにはプリンシパルやバレエ団員とのディナー・��などを��予�。

▶開�⽇�6⽉（��中）
▶��可�年��12歳�上
▶開�場��アメリカ

▶���⽤�¥520,000+�⾏�代 (�別レッスン、ポワントレッスン、バランシンレパートリー、パ
ドドゥレッスン、パドドゥ発�、プリンシパル/バレエ団員とのディナー、現地�泊�⽤、現地での�
動�⽤、⽇��国から�国までのアテンド、��）

7⽉ サマーインテンシブ in オーストリア
ウィーン�びザンクトペルテンで⾏われるUNBLANCHE SUMMER INTENSIVE in オーストリア。2022
年に�き、2023年も��します。まずはウィーンにて2⽇間のUNBLANCHEダンサーのみが��する�
別レッスンを開�。ウィーン国立バレエ団のバレエマスター/ミストレス、同バレエ団元プリンシパ
ル、現プリンシパル、UNBLANCHE����によるレッスン。レギュラーレッスン、ポワントレッス
ン、プライベートレッスンを��します。その�、ザンクトペルテンに�り10⽇間のサマーインテンシ
ブに現地のダンサーと共に��します。��⽇には、��ステージでのガラ��があります。

UNBLANCHEからの��者は�員ガラへの����があります。
▶開�⽇�6⽉28⽇（�）-7⽉11⽇（�）
▶��可�年��10歳�上
▶開�場��オーストリア

▶���⽤�¥480,000+�⾏�代 (ウィーンでの�別レッスン、ザンクトペルテンでのサマーインテ
ンシブ、ガラ����、現地での��、現地�泊�⽤、現地での�動�⽤（バス、電⾞、タクシ

ー）、⽇��国から�国までのアテンド、��）
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8⽉ エトワールガラ in マイアミ��
�界のプリンシパルが�まるガラ��”エトワールガラ・マイアミ”の2��にUNBLANCHEダンサー3-5
�が��します。2022年の���、UNBLANCHEダンサーのパフォーマンスが�められ、2023年の�
�枠をいただきました。ガラ開�中は、��するプリンシパルと��に立てることはもちろん、レッ

スンやリハーサルも⼀�に⾏います。ガラ���⽇、マイアミシティバレエ団のカンパニークラスを

�別に受けることができます。ガラリハーサルは、zoomにてUNBLANCHE代�と����により��
し、�国1�間�内に都内のスタジオで�⾯リハーサルを2回��いたします。
▶開�⽇�8⽉11⽇ (金) -8⽉16⽇ (�) *リハーサルは7⽉から8⽉にかけて⾏います
▶��可�年��15歳�上
▶開�場��アメリカ

▶���⽤�¥520,000+�⾏�代 (ガラ�����⽤、zoom/�⾯リハーサル、カンパニークラス、
現地での��、現地�泊�⽤、現地�動�⽤、��、��り、⽇��国から�国までのアテンド、�

�)

9⽉ - 12⽉ イベント
9⽉から12⽉にかけて、ヨーロッパにある有�バレエ��への独⾃留�、12⽉のUNBLANCHE�� (く
るみ�り�形、パドドゥ、�付�による作品) に向けての��バレエ団ソリスト��とのパドドゥワー
クショップ、�付�との作品制作/リハーサルなど、予�しております。⽇�等は、2023年3⽉中旬に
お知らせいたします。

��UNBLANCHEイベント��者からの声
マイアミシティバレエ団1�間の留�体�者から
1�間�⽇�から�までみっちりスケジュールが�まれていて、沢�の��な先⽣に��いとっても�沢な1�間が�ごせました�
そして、何よりも1�間で⾃�でも�くくらいマインドの��、バレエの思いが�わりました��スタジオの雰囲気、�さを⾒るだ
けでとてもワクワク。�の�が沢��ってくるあの⼤きなスタジオで踊る気持ちよさは�れられません��ライナーやプリンシパ

ルの�などともディナーに⾏かせて頂いたり、バックステージに⾏ったり、バレエのレッスンだけじゃなく�う�点からも沢�の

�びがありました。そして�⽇�り�りをする事によって⾃�で�える頭がついたり、沢�の��な�葉を頂いたりバレエの向き

�い�が�わりました。

オーディションプログラムに��した保�者�から

�られた時間の中で、�う年�の�と同時にレッスンを受けるため、�⽇ワークショップを受けているような�覚でした。ま

た、すぐにコレクションを頂けるので、予�、復�も�⽇�来、����の時間は�てバレエに�やし、�期間ではありました

が、バーレッスンやセンターレッスンでの基�的なテクニックの��や上�は⽬を⾒�るほどで、⼀�成�したところだと思っ

ております。�めての��、英�もそんなに�来ない中での留�でしたので、��とのやりとりを�て代⾏していただけた事、

現地でトラブルや何かがあっても、いつでもオンラインでサポート頂けた事、バレエ��の事でも何でもすぐ相�できた事、現

地の先⽣からのお�等を�かせて頂けた事は、�当に良かったです。ひとりで�決しなければならない事が�く�てくるので、

�として成�が⾒えたのが⼀つ、そして�たな�界を知って、バレエに�する�え、向き�う��、⽬標、�野がより⼤きく、

�く、�体的でより�いものになりました。

サマーインテンシブ in オーストリア��者から
⾃�がダンサーになりたいのか、ダンサーをサポートするような�になりたいのか、�来�が�まっていなかったので、そんな

状�で��に⾏って、ダンサーを⽬指しているような�と⼀�にレッスンしたら挫けてしまわないかが不�でした。�発前不�

で不�で仕�なかったのが嘘みたいに、レッスンが�まってしまえば、不�よりも踊ることが�しいという気持ちが⼤きかった

です。踊ることが�きでまだ踊っていたいんだということに気づき、ここにこのタイミングで来れて良かったと思いました。⽇

�から�まったメンバーでただインテンシブに��するだけじゃなくて、インテンシブの前に⽇�からのメンバーだけのワーク

ショップが⽤�されていたことが�には、⼤きかったです。⼀�⼀�丁寧に指�を受けることができ、�さずとも踊りを⾒てい

ればみんなが�んな��のなかで踊りと��に向き�っているんだということが�かりました。��の3⽇間があったことで、
インテンシブでも⼀�に復�したりして助け�いながらもやっていく中で⾒えてきたお�いが��りたいことを��に�援でき

る��性になっていけたのかなと思いました。

2023年内のイベント内�は、���更になる場�もございます。�更の�は、お知らせいたします。
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2022年��
オーディションプログラム

12�中12���。5つのアメリカバレエ�� 2022年サマースクールの��プライベートオンラインオ
ーディションを開�。��バレエ���マイアミシティバレエ��、カンザスシティバレエ��、シ

ンシナティバレエ��、バレエメットアカデミー、ロサンゼルスバレエ��

インターナショナルバレエガラ

ベルリン国立バレエ団、イングリッシュナショナルバレエ団などの有�バレエ団プリンシパルが�まる国

�バレエガラに3�のUNBLANCHEダンサー��。

サマーインテンシブ in オーストリア
UNBLANCHE�となる��での2�間のサマーインテンシブをウィーン、ザンクトペルテンでウィーン国
立バレエ団ミストレス、同バレエ団元プリンシパル、ヨーロッパバレエ団����、有��付�を�師と

して�え開�。11歳から24歳までの8�が��。��⽇には��でのガラ��に��。

エトワールガラ in マイアミ
マイアミシティバレエ団、ミラノスカラ�などの有�バレエ団プリンシパルが�まるエトワールガラ2�
�に3�のUNBLANCHEダンサー��。ガラ�⽇にマイアミシティバレエ団カンパニークラスに�別�
�、カンパニー内ツアー��。

ライナー&フレンズガラ
UNBLANCHE����のガラに4�のUNBLANcHEダンサー��。ガラ�⽇にサンフランシスコバレエ�
�にて���によるクラス受�、2023年サマースクールオーディションを��プライベートで��。

くるみ�り�形��

マーゴ・フォンテインアカデミーとの共同��。�4��をオーケストラ、コーラス付き。5�の
UNBLANCHEダンサーが��予�。

UNBLANCHE 2023 SEASON TEAM

UNBLANCHE代�
⼩﨑 華

UNBLANCHE����
ライナー・クレンシュテッター

UNBLANCHE留�担当
⿃� �

UNBLANCHE���
�下 �

UNBLANCHEマネージャー
�々⽊ ��

UNBLANCHE STAFF
�� 千晴

UNBLANCHE STAFF
�� 彩�

マイアミシティバレエ���

Aranxta Ochoa
カンザスシティバレエ���

Lauren Fadeley Veyette
サンフランシスコバレエ���

Patrick Armand
バレエメット���

Maria Torija
ヨーロッパバレエ団����

Michael Fichtenbaum

Danceflash マネージャー
Christina Irmiyaeva

VIBEコンクールディレクター
Gregor Hatala

マイアミシティバレエ団����

Laurdes Lopez

ウィーン国立バレエ���

Christina Irmiyaeva

チェコ国立バレエ団����

Filip Barankiewicz
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Danceflash マネージャー
Christina Irmiyaeva

マイアミシティバレエ団����

Laurdes Lopez
�付�

Ariel Rose
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