
賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位

2位 103 ⽥沼 璃乃 ドン・キホーテよりブライダルメイド第1のVa 井伊悦⼦バレエスタジオ
（優秀指導者賞）
井伊 悦⼦

3位 104 奥⼭蓮⽃ マルキタンカのVa 札幌シティバレエ
（優秀指導者賞）
⼩椋 美⾹

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 211 広島 悠菜 ラ・フィユ・マル・ガルデよりリーズのVa Vert Ballet Circle studio
（最優秀指導者賞）
⾦澤 薫

2位 213 ⼯藤 璃莉⾐ パリの炎よりジャンヌのVa Pure Heart クラシックバレエスタジオ
（優秀指導者賞）
佐藤 舞

3位 212 庄司 茉弥 眠れる森の美⼥より第3幕オーロラ姫のVa ちだとしこバレエスタジオ
（優秀指導者賞）
智⽥ ⼀沙

4位 215 ⼩⻄ 優那 眠れる森の美⼥よりフロリナ王⼥のVa ⼩林絹恵バレエスタジオ ⼩林 絹恵

5位 206 須永 彩⽂ 眠れる森の美⼥より第3幕フロリナ王⼥のVa Pure Heart クラシックバレエスタジオ 佐藤 舞

6位 202 宮﨑 千佳 眠れる森の美⼥より第3幕フロリナ王⼥のVa Pure Heart クラシックバレエスタジオ 佐藤 舞

6位 214 合⽥ 葵依 ドン・キホーテより第2幕キューピッドのVa ⼩林絹恵バレエスタジオ ⼩林 絹恵

7位 225 ⻄川 葵 タリスマンよりニリチのVa Pure Heart クラシックバレエスタジオ 佐藤 舞

7位 226 宗近 結理 タリスマンよりニリチのVa TETSUYAバレエスクール 野崎 哲也

8位 208 宮﨑 美怜 パリの炎よりジャンヌのVa 井伊悦⼦バレエスタジオ 井伊 悦⼦

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 306 ⼭⽥ 優七 サタネラのVa ⼩林絹恵バレエスタジオ
（最優秀指導者賞）
⼩林 絹恵

2位 326 齋藤 楓 眠れる森の美⼥より第1幕オーロラ姫のVa ⼩林絹恵バレエスタジオ ⼩林 絹恵

3位 321 佐野 美⽻ 眠れる森の美⼥より第1幕オーロラ姫のVa DANCE HOUSE
（優秀指導者賞）
向⼭ 潤⼦

4位 305 井内 咲⽻ パリの炎よりジャンヌのVa 阿部⾐梨⼦バレエスタジオ 阿部 ⾐梨⼦

5位 325 ⻲⽥ すみれ 眠れる森の美⼥より第3幕オーロラ姫のVa 井伊悦⼦バレエスタジオ 井伊 悦⼦

6位 322 朝倉 陽咲 パキータより第4ソリストのVa ⼩林絹恵バレエスタジオ ⼩林 絹恵

7位 328 蒲原 凜⼦ ライモンダより第1幕ピチカートのVa ちだとしこバレエスタジオ 智⽥ ⼀沙

8位 327 ピット 瞳 眠れる森の美⼥よりプロローグ勇気の精のVa 札幌舞踊会バレエスタジオ 郷 翠

9位 320 折⽥ 莉望 海賊よりガムザッティのVa ちだとしこバレエスタジオ 智⽥ ⼀沙

9位 323 奥⽥ 碧禄 フェアリードールより⼈形の精のVa 苫⼩牧シティバレエアカデミー 倉茂 織絵

10位 307 吉⽥ 絢星 ラ・フィーユ・マル・ガルデよりリーズのVa ⼩林絹恵バレエスタジオ ⼩林 絹恵

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 1004 北⼭ 愛紗 パキータより第4ソリストのVa ビジュー・バレエ コンチェルト
（最優秀指導者賞）
後藤 安結

2位 1005 吉成 夏槻 パキータより第1ソリストのVa ビジュー・バレエコンチェルト 後藤 安結

3位 1002 ⼤柳 陽菜 眠れる森の美⼥よりプロローグ鷹揚の精のVa 札幌舞踊会バレエスタジオ
（優秀指導者賞）
郷 翠

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 2002 鳴海 絆菜 コッペリアより第1幕スワニルダのVa ⼩林絹恵バレエスタジオ
（最優秀指導者賞）
⼩林 絹恵

2位 2016 ⾳嵜 琴⼼ 眠れる森の美⼥より第3幕オーロラ姫のVa ⼩林久枝バレエスタジオ
（優秀指導者賞）
⼩林 真⼸

3位 2013 作 奈那美 タリスマンよりニリチのVa BalletStudioJoyeux
（優秀指導者賞）
和⽥ 景⼦

4位 2012 ⻲⽥ すみれ 眠れる森の美⼥より第3幕オーロラ姫のVa 井伊悦⼦バレエスタジオ 井伊 悦⼦

5位 2008 佐野 美⽻ 眠れる森の美⼥より第1幕オーロラ姫のVa DANCE HOUSE 向⼭ 潤⼦

6位 2003 ⽯井 愛菜 ドン・キホーテより第2幕キューピッドのVa 阿部⾐梨⼦バレエスタジオ 阿部 ⾐梨⼦

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 3023 坪⽥ 輝覇 パキータよりVa Pure Heart クラシックバレエスタジオ
（最優秀指導者賞）
佐藤 舞

2位 3022 渡邉 結菜 ドン・キホーテより第2幕キューピットのVa 北海道インターナショナルバレエダンスカンパニー
（優秀指導者賞）
スタブロフ アナトーリ

3位 3020 前⽥ 歩花 フェアリードールよりVa ⼩林絹恵バレエスタジオ
（優秀指導者賞）
⼩林 絹恵

4位 3021 出頭 楓 タリスマンよりニリチのVa 苫⼩牧シティバレエアカデミー 倉茂 織絵

5位 3019 梶原 もな ラ・フィーユ・マル・ガルデより第1幕リーズのVa ⼩林久枝バレエスタジオ ⼩林 真⼸

6位 3018 久代 華凛 くるみ割り⼈形より第2幕⾦平糖の精のVa イリスバレエアカデミー 松島 彩佳

7位 3004 ⾼⽊ 梨緒奈 海賊よりオダリスク第3Va Nバレエアカデミー 斎藤 紀⼦

7位 3012 上村 彩乃 ライモンダより第1幕ライモンダのVa ちだとしこバレエスタジオ 智⽥ ⼀沙

8位 3008 ⼩林 楽央 ⽩⿃の湖より第1幕パ・ド・トロワ第1のVa スタジオ303 藤井桂⼦ バレエスタジオ 藤井 桂⼦

9位 3013 上⼾ あかり 眠れる森の美⼥より第2幕ドルシネア姫のVa 久光喬⼦バレエ教室 久光 喬⼦

Victoire Ballet Competition SAPPORO2022
【バレエシューズの部A】

【バレエシューズの部B】

【⼩学⽣の部A】

【⼩学⽣の部B】

【中学⽣の部A】

【バレエシューズの部C】

該当者無し



賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 4001 岸本 桃 サタネラのVa ⼩林絹恵バレエスタジオ
（最優秀指導者賞）
⼩林 絹恵

2位 4016 今井 ゆり フローラの⽬覚めよりへーべのVa Pure Heart クラシックバレエスタジオ
（優秀指導者賞）
佐藤 舞

3位 4017 ⽯井 星 パキータより男性のVa CHIAKI CLASSIC BALLET CLASS
（優秀指導者賞）
⼤宮 千明

4位 4002 阿部 結⾐菜 アレルキナーダよりVa イリスバレエアカデミー 松島 彩佳

4位 4008 三上 紗羅 ジゼルより第1幕ジゼルのVa 札幌舞踊会バレエスタジオ 郷 翠

5位 4012 坂⼝ 葵⾐ パリの炎よりジャンヌのVa う・ら・らクラシックバレエ研究所 髙橋 路⼦

6位 4011 ⽥中 千耶 フェアリードールより⼈形の精のVa 北海道インターナショナルバレエダンスカンパニー アナトーリ スタブロフ

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 5010 髙瀬 藍 ファラオの娘より第2幕アスピシアのVa Gris Ballet
（最優秀指導者賞）
徳井 美可⼦

2位 5011 伊藤 和乃 エスメラルダよりVa ⼩林絹恵バレエスタジオ
（優秀指導者賞）
⼩林 絹恵

3位 5005 井川 星蓮 フローラの⽬覚めパ・ド・カトルよりフローラのVa ⼩林絹恵バレエスタジオ ⼩林 絹恵

4位 5004 須藤 そら ラ・バヤデールより第3幕影の王国ソリスト第3Va Takako Classical Ballet 渡辺 たかこ

5位 5008 松本 明 眠れる森の美⼥より第1幕オーロラ姫のVa ⼩林久枝バレエスタジオ ⼩林 真⼸

5位 5012 平沢 望叶 ドン・キホーテよりドルシネアのVa Nバレエアカデミー 齋藤 紀⼦

6位 5000 朝倉 舞⽩ コッペリア第1幕よりスワニルダのVa 阿部⾐梨⼦バレエスタジオ 阿部 ⾐梨⼦

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 6015 井上 瑚⼦ コッペリアより第3幕スワニルダのVa Maki Little Ballet Class
（最優秀指導者賞）
橋本 真⽊

2位 6007 ⼯藤 琴美 エスメラルダよりエスメラルダのVa CHIAKI CLASSIC BALLET CLASS
（優秀指導者賞）
⼤宮 千明

2位 6010 伊勢 ⼼結 コッペリアより第1幕スワニルダのVa イリスバレエアカデミー
（優秀指導者賞）
松島 彩佳

3位 6013 ⼤⾕ 樹梨明 ドン・キホーテより第2幕ドルシネア姫のVa 岡島緑バレエスタジオ
（優秀指導者賞）
岡島 緑

4位 6011 前⽥ 美結 眠れる森の美⼥より第1幕オーロラ姫のVa ⼩林絹恵バレエスタジオ ⼩林 絹恵

5位 6003 池⽥ 芽⽣ 眠れる森の美⼥より第3幕オーロラ姫のVa 久富淑⼦バレエ研究所 成瀬 由⼦

5位 6012 伊部 栞奈 海賊よりメドーラのVa 向井バレエシアター 向井 智規

5位 6014 ⼩⼭内 杏花 眠れる森の美⼥よりローズアダジオのVa 向井バレエシアター 向井 智規

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位

2位 7007 岩脇 侑吾 パキータよりVa 安⽥尚⼦バレエアカデミー
（優秀指導者賞）
安⽥ 尚⼦

3位 7004 ⾚ 彩也⼦ パキータよりエトワールのVa MTBIinTOKYO
（優秀指導者賞）
マミコ タダ

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 403 岸本 桃 fluctuation ⼩林絹恵バレエスタジオ
（最優秀指導者賞）
⼩林 絹恵

2位 405 須藤 そら string Takako Classical Ballet
（優秀指導者賞）
渡辺 たかこ

3位 404 今井 ゆり Arabesque Pure Heart クラシックバレエスタジオ
（優秀指導者賞）
佐藤 舞

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 505 ⼤宮 千令 What do you see? ATバレエアカデミー
（最優秀指導者賞）
⾬森 景⼦

2位 507 笹島 李太 What do you see? ATバレエアカデミー 髙橋 宏尚

3位 504 清⽔ 寧々 Hygeia ballet house kiki
（優秀指導者賞）
櫻庭 亜紀穂

3位 506 中河 茉⾳ チャクモールの涙 CHIAKI CLASSIC BALLET CLASS 
（優秀指導者賞）
奥⼭ 健恵(札幌舞踊会バレエスタジオ)

該当者無し

【シニアの部】

【コンテンポラリー・ジュニアの部】

【⾼校⽣の部】

【中学⽣の部B】

【中学⽣の部C】

【コンテンポラリー・シニアの部】



4001 岸本桃

5010 髙瀬藍

4001 岸本桃

6007 ⼯藤琴美
6010 伊勢⼼結
6011 前⽥美結
6013 ⼤⾕樹梨明
6015 井上瑚⼦

⾼校⽣の部

ミュンヘングランプリ＆ワークショップ2023 ◆スカラシップ（200€進呈）
中学⽣の部B 「サタネラ」のVa.

「エスメラルダ」よりエスメラルダのVa.
「コッペリア」より第1幕スワニルダのVa.
「眠れる森の美⼥」より第1幕オーロラ姫のVa.
「ドン・キホーテ」より第2幕ドルシネア姫のVa.
「コッペリア」より第3幕スワニルダのVa.

【参加権】
・ドイツ国⽴アウグスブルクバレエ団

7004 7007
505 507

【参加権】
・ベルギー王⽴アントワープロイヤルバレエスクール
・ミュンヘングランプリ＆ワークショップ2023
・マンハイム⾳楽舞台芸術⼤学ダンスアカデミー
・プラハ市⽴コンセルバトワールバレエスクール
・クイーンズランドバレエ研修2024

2002 2013 2016
3018 3019 3020 3021 3022 3023
4001 4002 4008 4011 4012 4016 4017
5000 5004 5005 5008 5010 5011 5012

【参加権】
・ミュンヘングランプリ＆ワークショップ2023

6003 6007 6010 6011 6012 6013 6014 6015
7004 7007

【参加権】
・ウィーン国⽴歌劇場バレエスクール2022

3020 3022
4001
5004 5010 5011
6002

⾼校⽣の部

⾼校⽣の部

⾼校⽣の部

⾼校⽣の部

中学⽣の部C

ミュンヘングランプリ＆ワークショップ2023 ◆ハーフスカラシップ

審査員特別賞
中学⽣の部B

ミュンヘングランプリ＆ワークショップ2023 ◆スカラシップ（300€進呈）

「サタネラ」のVa.

「ファラオの娘」より第2幕アスピシアのVa.


