
東京ジェムストーン賞 

松岡茉優 
『勝手にふるえてろ』（コンペティション） 
 
1995年2月16日、東京都生まれ。映画『桐島、部活やめるってよ』(12／
吉田大八監督)、ＮＨＫ連続テレビ小説「あまちゃん」などで注目される。
抜群の演技力で今後の活躍が最も期待される若手女優。2016年は「真田
丸」でＮＨＫ大河ドラマ初出演、「その『おこだわり』、私にもくれ
よ!!」(16／テレビ東京)、『水族館ガール』(16／ＮＨＫ) に主演、『猫な
んかよんでもこない。』(山本透監督)、『ちはやふる』(小泉徳宏監督) 
では第8回TAMA映画賞で最優秀新進女優賞、第40回山路ふみ子映画賞で
新人女優賞を受賞。2017年は『カーズ／クロスロード』で吹き替えを担
当した他、「やすらぎの郷」(テレビ朝日)、「ウチの夫は仕事ができな
い」(日本テレビ) などに出演。現在、「コウノドリ」（TBS）に出演中。
公開待機作品に『blank13』(18／斎藤工監督)、『ちはやふる-結び-』
(18／小泉徳宏監督) など。本作が映画初主演作品となる。 

 

石橋静河 
『映画 夜空はいつでも最高密度の青色だ』 
（Japan Now） 
 
1994年7月8日生まれ。東京都出身。4歳からクラシックバレエをはじめ、
09年より米・ボストン、カナダ・カルガリーにダンス留学後13年に帰国
し、コンテンポラリーダンサーとして活動を始める。15年より舞台や映
画へ役者として活動の場を広げ、17年には本作の他に『PARKSパーク
ス』(瀬田なつき監督)、『うつくしいひと サバ?』(行定勲監督)が公開。
今後が期待される大型新人女優である。 

 
 

アデリーヌ・デルミー 
『マリリンヌ』（コンペティション） 
 
リール地方音楽院でコンテンポラリーダンスの指導を受けた後、クー
ル・フローランにて演劇を学び始める。2008年にフランス国立高等演劇
学校入学。そこで、アラン・フランソンやドミニク・ヴァラデイを始め
とした著名演出家のステージやワークショップを経験し、エドワード・
ボンド、モリエール、チェーホフなどの作品を演じた。その後2010年に
はコメディ・フランセーズ(フランス国立劇団)に入団、Muriel Mayette-
Holtz, ジーン・ピア・ヴィンセント、フィリップ・ラグル、ドゥニ・ポ
ダリデス、ジャック・ラサールなど数多くの演出家と舞台を経験する。
さらに併行して、テレビ映画にも出演。J.L. Lorenzi、ファブリス・カズ
ヌーヴ、ローラン・エヌマン、ニーナ・コンパネーズ等と仕事を共にす
る。2010年にはジーン・ピア・デニスの “Here Below” に出演し、映画
界でのキャリアをスタートする。出演作にジャリル・レスペール監督の
『イヴ・サンローラン』(14)、ノエミ・ルボフスキー監督の『カミーユ、
恋はふたたび』(12) など。『マリリンヌ』が映画初主演作品となる。 

 

ダフネ・ロー 
『アケラット－ロヒンギャの祈り』 
（コンペティション） 
 
ダフネ・ローは16歳から雑誌での活動をスタート。ここ数年は、多数の
映画、テレビシリーズ、短編映画に出演し、演技でのキャリアを積んで
いる。2014年にはエドモンド・ヨウ監督の『破裂するドリアンの河の記
憶』のキャストとして第27回東京国際映画祭に参加。これまでの出演作
に”Wei le ai” (14, 短編映画)、“Hold Me Tight” (15)、 “Ola Bola” (16)、
“Let's Eat” (16) など。 

東京国際映画祭のビジョンの一つに掲げた「映画の未来の開拓」に沿って、宝石の原石（ジェム
ストーン）の様な輝きを放つ若手俳優を東京で見出し、顕彰し、世界に紹介することで、彼らが
その輝きを増す一助となることを目的として「東京ジェムストーン賞」を新設しました。東京 
国際映画祭に出品される全作品を対象として、映画祭事務局が日本と世界の若手俳優（男優、女
優を問わず）数名を選出する東京ジェムストーン賞。今年は、松岡茉優さん、石橋静河さん、ア
デリーヌ・デルミーさん、ダフネ・ローさんの4名にこの賞を授与させて頂きます。 



Mayu Matsuoka 
Tremble All You Want (Competition) 
 
Born on February 16, 1995 in Tokyo. She gained further attention 
appearing in Daihachi Yoshida’s The Kirishima Thing in 2012, and 
NHK’s drama series “Amachan”. Her outstanding acting skills have 
earned her the reputation of the most hopeful young actress of her 
generation. In 2016, she made her first NHK “taiga” (or historical 
drama) debut with “Sanadamaru”, appeared in TV Tokyo’s “Sono 
“Okodawari”, Watashi ni mo Kure yo!!”, NHK’s “Aquarium Girl”, Toru 
Yamamoto’s Neko Nanka Yondemo Konai, and Norihiro Koizumi’s 
Chihaya Furu for which she won the Best New Actress at the 8th TAMA 
Film Awards and the 40th Yamaji Fumiko Awards. In 2017, she was 
cast as voice-over actress for Cars 3, appeared in TV Asahi’s “Yasuragi 
no Sato”, and NTV’s “My Loser Husband”. She’s currently appearing in 
TBS’s TV series “Kounodori.” Upcoming films include Takumi Saito’s 
blank 13 (’18) and Norihiro Koizumi’s Chihaya Furu Part 3 (’18). 
Tremble All You Want marks Matsuoka’s first starring role in a film. 

 

Shizuka Ishibashi 
THE TOKYO NIGHT SKY IS ALWAYS  
THE DENSEST SHADE OF BLUE  
(Japan Now) 
 
Born on July 8th, 1994 in Tokyo. Ishibashi started ballet at the age of 
four and went abroad to study dance in Boston and Calgary in 2009. 
She started her career as a contemporary dancer after returning to 
Japan in 2013. In 2015 she ventured into acting on stage and film. She 
appears in Natsuki Seta’s Parks released in 2017 and Isao Yukisada’s 
Utsukushi Hito Ça va? to be released later in 2017. Ishibashi is one of 
the most promising of today’s emerging actresses. 

 

Adeline D’Hermy 
Maryline (Competition) 
 
After training contemporary dance at the Regional Conservatory of Lille, 
Adeline D'Hermy went into theater, starting at the Cours Florent. She 
entered the French National Academy of Dramatic Arts in 2008, and 
worked with well-known theater directors such as Alain Franço and 
Dominique Valadié, and played in the pieces by Edward Bond, Molière 
and Chekhov. Then she entered the Comedie-Francaise in 2010, and 
worked with Muriel Mayette-Holtz, Jean-Pierre Vincent, Philippe 
Lagrue, Denis Podalydès and Jacques Lassalle. At the same time, she 
made several TV movies for J.L. Lorenzi, Fabrice Cazeneuve, Laurent 
Heynemann and Nina Companeez. In 2010, she turned for cinema in 
the last film of Jean-Pierre Denis, Here Below (2010). Her filmography 
includes YVES SAINT LAURENT (2012) by Jalil Lespert and CAMILLE 
REBOUBLE (2012) by Noémie Lovski. Maryline marks her first leading 
role in a film. 

 

Daphne Low 
AQÉRAT (Competition) 
 
Daphne Low became active in the magazines at the age of 16. Over the 
past few years, she ventured into acting in many movies, TV series and 
short films. She was invited to the 27th Tokyo International Film 
Festival to represent River of Exploding Durians (2014) by Edmund Yeo. 
Her filmography includes Wei le ai (2014, short film), Hold Me Tight 
(2015), Ola Bola (2016) and Let's Eat (2016). 

In keeping with our vision of “cultivating a future for film,” the Tokyo International Film Festival has 
established the new Tokyo Gemstone Award for acting. It will be given to a handful of up-and-coming actors 
and actresses whose talent is deemed worthy of international recognition. By spotlighting these gemstones 
of raw talent, we hope to help them further shine. Young actors and actresses in all films presented at the 
festival are eligible for the award. The Tokyo International Film Festival Secretariat has selected four 
actresses as the award recipients. 

Tokyo Gemstone Award 


