
 

かわさき全国バレエコンクール課題曲 購入申込書 

＜ 申 込 者 ＞※郵送先住所となります。 

住    所 
〒 

                             建物名： 

（フリガナ） 

 

氏  名 

 電 話 番 号  

 F  A X  

E メ ー ル  

振 込 金 額                  円 

 

＜  課  題  曲  ＞ ※予選曲がある場合は 90 秒 Va.も同時収録されます 

●1 曲入り  各￥1,500  ※３曲以上ご希望の場合は、複製して申込書を FAX ください。 

① 
課題曲番号  曲のテンポ 速い ・ 遅い 性  別 男性 ・ 女性 

演目名  

② 

課題曲番号  曲のテンポ 速い ・ 遅い 性  別 男性 ・ 女性 

演目名  

③ 
課題曲番号  曲のテンポ 速い ・ 遅い 性  別 男性 ・ 女性 

演目名  

●新曲のみ・全曲入り  ※○をつけ、枚数をご記入ください。 

新曲のみ 

2017年 新曲 2013年 新曲 

（女性曲のみ）全曲 （男性曲のみ）全曲 （男性女性）全曲 （女性曲のみ）全曲 （男性曲のみ）全曲 （男性女性）全曲 

（速い・遅いで40曲） （速い・遅いで16曲） （速い・遅いで56曲） （速い・遅いで12曲） （速い・遅いで8曲） （速い・遅いで20曲） 

￥10,000 ￥5,000 ￥14,000 ￥4,000 ￥3,000 ￥6,000 

枚 枚 枚 枚 枚 枚 

全曲入り 

女性曲のみ全曲（新曲含む） 男性曲のみ全曲（新曲含む） 男性女性全曲（新曲含む） 

(速い・遅いで116曲) ￥33,000 (速い・遅いで64曲) ￥21,000 (速い・遅いで180曲) ￥45,000 

枚 枚 枚 

 

＜ 振 込 票 貼 付 ＞ ※コピー可 

 

貼      付 

 

 

 

 

＜お振込みの際の注意＞ 
 
� 必ず上記へ記入した氏名でお振込みをお願いいたしま

す。 

（上記に記入した氏名と異なるお振込人の場合は照合不

能となり購入できませんので、くれぐれもご注意下さい。） 
� お振込み手数料はご負担いただきますようお願いいたしま

す。 

� 申込書をＦＡＸする際、必ず振込票を貼付して下さい。 
� ご入金後の注文キャンセルはお受けできませんので、ご了

承下さい。 

� 課題曲ＣＤは指定口座へのご入金を事務局にて確認の
後、順次に発送いたします。 

 

 
バレエコンクール実行委員会 in かわさき 

〒210-0012  神奈川県川崎市川崎区宮前町 8-11 第 5 平沼ビル 7 階 
  TEL：044-589-4501（平日 9：00～17：00 ※土日祝休み）／FAX：044-276-8604 

 
※課題曲はコンクールホームページからでも購入可能です。http://kawasakiballet.org/ 

申込ＦＡＸ番号：044-276-8604 

【振込先口座】 

みずほ銀行 川崎支店 （普通）Ｎｏ．４３６８３５５  

口座名義：かわさき全国バレエコンクール 



●女性課題曲
課題曲番号 曲        目 バージョン ●2013年度新曲（女性課題曲）

3 アレルキナーダ 女性Va. 速い 課題曲番号 曲        目 バージョン

4 アレルキナーダ 女性Va.   ※ 遅い 93 海賊より メドーラのVa. 速い

5 エスメラルダの女性Va.（タンバリン） 速い 94 海賊より メドーラのVa. 遅い

6 エスメラルダの女性Va.（タンバリン） 遅い 95 ドン・キホーテ第３幕より ブライダルメイド第１Va. 速い

7 海賊より パキータ 女性 速い 96 ドン・キホーテ第３幕より ブライダルメイド第１Va. 遅い

8 海賊より パキータ 女性 遅い 99 ドン・キホーテ第３幕より ブライダルメイド第２Va. ※ 速い

11 グラン・パ・クラシック 女性 Va.   ※ 速い 100 ドン・キホーテ第３幕より ブライダルメイド第２Va. ※ 遅い

12 グラン・パ・クラシック 女性 Va.   ※ 遅い 101 パキータ 第３Va. 速い

15 くるみ割り人形 第２幕より 金平糖のVa.   ※ 速い 102 パキータ 第３Va. 遅い

16 くるみ割り人形 第２幕より 金平糖のVa.   ※ 遅い 105 ライモンダ 第２幕よりVa. 速い

19 コッペリア 第３幕より スワニルダのVa.   ※ 速い 106 ライモンダ 第２幕よりVa. ※ 遅い

20 コッペリア 第３幕より スワニルダのVa.   ※ 遅い 107 ラ・バヤデール 幻想の場 ソリスト第１Va. 速い

23 サタネラより 女性Va.   ※ 速い 108 ラ・バヤデール 幻想の場 ソリスト第１Va. 遅い

24 サタネラより 女性Va.   ※ 遅い

27 ジゼル第１幕より ジゼルのVa.   ※ 速い ●2017年度新曲（女性課題曲）
28 ジゼル第１幕より ジゼルのVa.   ※ 遅い 課題曲番号 曲        目 バージョン

29 ジゼル第１幕より ペザント パ・ド・ドゥ 女性第２Va. 速い 111 ライモンダ第１幕より 夢の場のVa.  ※ 速い

30 ジゼル第１幕より ペザント パ・ド・ドゥ 女性第２Va. 遅い 112 ライモンダ第１幕より 夢の場のVa.  ※ 遅い

31 ジゼル第１幕より ペザント パ・ド・ドゥ 女性第１Va. 速い 113 ラ・バヤデールより 幻想の場ソリスト第２Va. 速い

32 ジゼル第１幕より ペザント パ・ド・ドゥ 女性第１Va. 遅い 114 ラ・バヤデールより 幻想の場ソリスト第２Va. 遅い

35 シルビア 女性Va.   ※ 速い 115 ラ・バヤデールより 幻想の場ソリスト第３Va. 速い

36 シルビア 女性Va.   ※ 遅い 116 ラ・バヤデールより 幻想の場ソリスト第３Va. 遅い

37 ゼンツァーノの花祭り 女性Va. 速い 119 ワルプルギスの夜よりVa.  ※ 速い

38 ゼンツァーノの花祭り 女性Va. 遅い 120 ワルプルギスの夜よりVa.  ※ 遅い

41 ダイアナ＆アクティオンより ダイアナのVa.   ※ 速い 123 フェアリードールのVa. 　 ※ 速い

42 ダイアナ＆アクティオンより ダイアナのVa.   ※ 遅い 124 フェアリードールのVa. 　 ※ 遅い

43 タリスマンの女性Va. 速い 127 コッペリア第１幕より スワニルダのVa.  ※  速い

44 タリスマンの女性Va. 遅い 128 コッペリア第１幕より スワニルダのVa.  ※ 遅い

45 チャイコフスキー パ・ド・ドゥ 女性Va. 速い 129 海賊より オダリスク第１Va. 速い

46 チャイコフスキー パ・ド・ドゥ 女性Va. 遅い 130 海賊より オダリスク第１Va. 遅い

49 ドン・キホーテ第２幕”夢の場”より 森の女王   ※ 速い 131 海賊より オダリスク第２Va. 速い

50 ドン・キホーテ第２幕”夢の場”より 森の女王   ※ 遅い 132 海賊より オダリスク第２Va. 遅い

51 ドン・キホーテ第２幕より キューピットのVa. 速い 133 海賊より オダリスク第３Va. 速い

52 ドン・キホーテ第２幕より キューピットのVa. 遅い 134 海賊より オダリスク第３Va. 遅い

55 ドン・キホーテより ドルシネア姫のVa.   ※ 速い 135 パキータ 第１Va. 速い

56 ドン・キホーテより ドルシネア姫のVa.   ※ 遅い 136 パキータ 第１Va. 遅い

57 ドン・キホーテ第３幕より キトリのVa. 速い 137 パキータより パ・ド・トロワ女性第１Va. 速い

58 ドン・キホーテ第３幕より キトリのVa. 遅い 138 パキータより パ・ド・トロワ女性第１Va. 遅い

61 眠れる森の美女 第１幕より オーロラ姫のVa.  ※ 速い 139 パキータより パ・ド・トロワ女性第２Va. 速い

62 眠れる森の美女 第１幕より オーロラ姫のVa.  ※ 遅い 140 パキータより パ・ド・トロワ女性第２Va. 遅い

65 眠れる森の美女 第３幕より オーロラ姫のVa.  ※ 速い 141 海賊第１幕より グルナーラのVa. 速い

66 眠れる森の美女 第３幕より オーロラ姫のVa.  ※ 遅い 142 海賊第１幕より グルナーラのVa. 遅い

67 眠れる森の美女 第３幕より フロリナ王女のVa. 速い 143 眠れる森の美女より リラの精のVa. 速い

68 眠れる森の美女 第３幕より フロリナ王女のVa. 遅い 144 眠れる森の美女より リラの精のVa. 遅い

69 眠れる森の美女 第３幕より 宝石のVa. 速い 145 海賊第３幕”花園の場”より グルナーラのVa. 速い

70 眠れる森の美女 第３幕より 宝石のVa. 遅い 146 海賊第３幕”花園の場”より グルナーラのVa. 遅い

71 眠れる森の美女 第１幕より カーネーションの精 速い 147 パキータ 第５Va. 速い

72 眠れる森の美女 第１幕より カーネーションの精 遅い 148 パキータ 第５Va. 遅い

75 パ・キータ エトワールのVa.   ※ 速い 149 ドン・キホーテ第１幕より キトリのVa. 速い

76 パ・キータ エトワールのVa.   ※ 遅い 150 ドン・キホーテ第１幕より キトリのVa. 遅い

79 白鳥の湖第３幕より 黒鳥のVa.   ※ 速い 153 白鳥の湖第 ２幕より オデットのVa.  ※ 速い

80 白鳥の湖第３幕より 黒鳥のVa.   ※ 遅い 154 白鳥の湖第 ２幕より オデットのVa.  ※ 遅い

81 白鳥の湖第１幕より パ・ド・トロワ 女性第１Va. 速い 157 眠れる森の美女第２幕より オーロラ姫のVa.  ※ 速い

82 白鳥の湖第１幕より パ・ド・トロワ 女性第１Va. 遅い 158 眠れる森の美女第２幕より オーロラ姫のVa.  ※ 遅い

83 白鳥の湖第１幕より パ・ド・トロワ 女性第３Va. 速い 161 シンデレラ第２幕より シンデレラのVa.  ※ 速い

84 白鳥の湖第１幕より パ・ド・トロワ 女性第３Va. 遅い 162 シンデレラ第２幕より シンデレラのVa.  ※ 遅い

85 パリの炎より ジャンヌのVa. 速い ※は予選曲(90秒)があります。

86 パリの炎より ジャンヌのVa. 遅い

87 ラ・バヤデール 第２幕より ガムザッティのVa. 速い

88 ラ・バヤデール 第２幕より ガムザッティのVa. 遅い

89 ライモンダ第１幕より 女性Va. 速い

90 ライモンダ第１幕より 女性Va. 遅い

91 ラ・フィユ・マル・ガルデより リゼットのVa. 速い

92 ラ・フィユ・マル・ガルデより リゼットのVa. 遅い

男性課題曲・全曲入りは次ページに記載があります→

販売価格：１曲のみ ￥1,500／1枚



●男性課題曲
課題曲番号 曲       目 バージョン ●２０１３年 新曲（男性課題曲）

501 海賊より パキータ エトワールの男性Va. 速い 課題曲番号 曲        目 バージョン

502 海賊より パキータ エトワールの男性Va. 遅い 541 海賊より ランゲデムのVa. 速い

503 海賊より 男性 Va. 速い 542 海賊より ランゲデムのVa. 遅い

504 海賊より 男性 Va. 遅い 543 ゼンツァーノの花祭り 男性Va. 速い

505 グラン・パ・クラシック 男性 Va. 速い 544 ゼンツァーノの花祭り 男性Va. 遅い

506 グラン・パ・クラシック 男性 Va. 遅い 545 ラ・バヤデールよりソロルのVa. 速い

507 くるみ割り人形 第２幕より 王子のVa. 速い 546 ラ・バヤデールよりソロルのVa. 遅い

508 くるみ割り人形 第２幕より 王子のVa. 遅い 547 ラ・フィユ・マル・ガルデより 男性Va. 速い

509 コッペリア第３幕より フランツのVa. 速い 548 ラ・フィユ・マル・ガルデより 男性Va. 遅い

510 コッペリア第３幕より フランツのVa. 遅い

511 ジゼル第１幕より ペザント パ・ド・ドゥ 男性第１Va. 速い ●２０１７年 新曲（男性課題曲）
512 ジゼル第１幕より ペザント パ・ド・ドゥ 男性第１Va. 遅い 課題曲番号 曲       目 バージョン

513 ジゼル第１幕より ペザント パ・ド・ドゥ 男性第２Va. 速い 549 パキータより パ・ド・トロワ男性Va. 速い

514 ジゼル第１幕より ペザント パ・ド・ドゥ 男性第２Va. 遅い 550 パキータより パ・ド・トロワ男性Va. 遅い

515 ジゼル第２幕より アルブレヒト Va. 速い 551 ナポリより 男性Va. 速い

516 ジゼル第２幕より アルブレヒト Va. 遅い 552 ナポリより 男性Va. 遅い

517 シルビアより 男性Va. 速い 553 サタネラより 男性Va. 速い

518 シルビアより 男性Va. 遅い 554 サタネラより 男性Va. 遅い

519 ダイアナ＆アクティオンより 男性Va. 速い 555 海と真珠より 男性Va. 速い

520 ダイアナ＆アクティオンより 男性Va. 遅い 556 海と真珠より 男性Va. 遅い

521 タリスマンより 男性 Va. 速い 557 アレルキナーダより 男性Va. 速い

522 タリスマンより 男性 Va. 遅い 558 アレルキナーダより 男性Va. 遅い

523 チャイコフスキー パ・ド・ドゥ 男性Va. 速い 559 眠れる森の美女 第２幕より 王子のVa. 速い

524 チャイコフスキー パ・ド・ドゥ 男性Va. 遅い 560 眠れる森の美女 第２幕より 王子のVa. 遅い

525 ドン・キホーテ第３幕より バジルVa. 速い 561 眠れる森の美女 第３幕より ブルーバードのVa. 速い

526 ドン・キホーテ第３幕より バジルVa. 遅い 562 眠れる森の美女 第３幕より ブルーバードのVa. 遅い

527 眠れる森の美女 第３幕より デジレ王子のVa. 速い 563 シンデレラ第２幕より 王子のVa. 速い

528 眠れる森の美女 第３幕より デジレ王子のVa. 遅い 564 シンデレラ第２幕より 王子のVa. 遅い

529 白鳥の湖 第１幕より パ・ド・トロワ 男性第２Va. 速い

530 白鳥の湖 第１幕より パ・ド・トロワ 男性第２Va. 遅い

531 白鳥の湖 第３幕より ジークフリートのVa. 速い

532 白鳥の湖 第３幕より ジークフリートのVa. 遅い

533 パリの炎より フィリップのVa. 速い

534 パリの炎より フィリップのVa. 遅い

535 ラ・シルフィード 第１幕より ジェームスのVa. 速い

536 ラ・シルフィード 第１幕より ジェームスのVa. 遅い

537 ラ・シルフィード 第２幕より ジェームスのVa. 速い

538 ラ・シルフィード 第２幕より ジェームスのVa. 遅い

539 ライモンダ 第３幕より ジャンドブリエンヌのVa. 速い

540 ライモンダ 第３幕より ジャンドブリエンヌのVa. 遅い

課題曲番号 曲       目

991 2017年度新曲（女性のみ）全曲  （速い・遅いで40曲）

992 2017年度新曲（男性のみ）全曲  （速い・遅いで16曲）

993 2017年度新曲（男性女性）全曲  （速い・遅いで56曲）

994 2013年度新曲（女性のみ）全曲  （速い・遅いで12曲）

995 2013年度新曲（男性のみ）全曲  （速い・遅いで8曲）

996 2013年度新曲（男性女性）全曲  （速い・遅いで20曲）

997 女性曲のみ全曲  （速い・遅いで116曲） ※新曲含む

998 男性曲のみ全曲  （速い・遅いで64曲）  ※新曲含む

999 男性・女性全曲  （速い・遅いで180曲） ※新曲含む

¥4,000

    〒210-0012 神奈川県川崎市川崎区宮前町8-11 第5平沼ビル7階
TEL：044-589-4501（平日9：00～17：00 ※土日祝休み）FAX ： 044-276-8604　　URL ： http://www.kawasakiballet.org/

バレエコンクール実行委員会 ｉｎ かわさき

¥3,000

販売価格

¥6,000

¥33,000

¥21,000

¥45,000

¥10,000

¥5,000

¥14,000

販売価格：１曲のみ ￥1,500／1枚

※購入時の注意事項＊

※表示されている価格は全て消費税・送料込みの価格です。

※コンクールホームページの課題曲一覧から全曲を出だし30秒ほど試聴できま

す。

※予選曲がある場合には同時収録されます。
※課題曲の申込みはインターネット及びＦＡＸにて随時受付しております。

※課題曲ＣＤは指定口座へのご入金を事務局で確認の後、順次発送となります。
※お振込みの際は、必ず申込者本人のお名前でお願いいたします。なお、お振


