
賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 106 髙橋 星良 フェアリードールより⼈形の精のVa SWAN BALLET SCHOOL
（最優秀指導者賞）
⼩林 圭⼰・髙橋 舞

2位 112 中野 郁⼦ 眠れる森の美⼥より第3幕フロリナ王⼥のVa 野間 彩バレエ教室
（優秀指導者賞）
野間 彩

3位 111 和本 絃 ドン・キホーテより第2幕ドルシネアのVa アースバレエ 
（優秀指導者賞）
中村 綾

4位 113 奥⼭ 美瑠 ドン・キホーテより第3幕キトリのVa 橘るみバレエスクール 橘 るみ
5位 104 是澤 ⼼⾳ 眠れる森の美⼥より第3幕フロリナ王⼥のVa 藤⽥⾹織バレエ教室 藤⽥ ⾹織
6位 105 坂東 ⾥⾳ 眠れる森の美⼥より第3幕フロリナ王⼥のVa スワンバレエカンパニー ⽩⽅ 直美

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 1008 多⽥ 侑加 ライモンダよりVa 舞花バレエスタジオ
（最優秀指導者賞）
真鍋 まゆみ

2位 1030 宮脇 佑⽻ ⽩⿃の湖より第1幕パ・ド・トロワ第1Va fairy Ballet
（優秀指導者賞）
押部 彩

3位 1022 川端 茉依 ラ・フィーユ・マル・ガルデよりリーズのVa 萩ゆうこバレエスタジオ
（優秀指導者賞）
萩 ゆうこ

4位 1010 篠原 咲那 ドン・キホーテよりキューピットのVa 舞花バレエスタジオ 真鍋 まゆみ
4位 1016 永島 美結 ドン・キホーテより第3幕キトリのVa 村瀬沢⼦バレエスクール 磯村 レイナ
5位 1006 出村 麗空 眠れる森の美⼥よりフロリナ王⼥のVa マーシャバレエスクール 中野 友何
6位 1018 宮⽥ 紗奈 アレルキナーダよりコロンビーヌのVa 徳永紀⼦バレエスクール 徳永 紀⼦
7位 1011 安岐 星恋 ドン・キホーテより第3幕キトリのVa Ｓダンススタジオ/内⽥クラシックバレエスクール 内⽥ 聖⼦
7位 1025 ⼤井 祐奈 コッペリアより第1幕スワニルダのVa ひろせバレエ 広瀬 貴⼦
8位 1002 川本 咲絵 ジゼルよりペザント第1のVa ひろせバレエ 広瀬 貴⼦

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 2011 前⽥ ⼼優 ライモンダより第1幕ピチカートのVa ルシアバレエスクール
（最優秀指導者賞）
⾼須 佑治

2位 2028 定井 夏 ドン・キホーテより第2幕ドルシネア姫のVa YOKOクリエイティブバレエ
（優秀指導者賞）
吉⽥ 洋⼦

3位 2022 奥⽥ 芽⼄ フローラの⽬覚めよりVa 萩ゆうこバレエスタジオ
（優秀指導者賞）
萩 ゆうこ

4位 2025 ⼤林 美⽻ 海賊よりオダリスク第3Va 中野由佳⼦バレエスクール 中野 由佳⼦
5位 2019 板倉 花歩 エスメラルダよりVa 関⼝バレエスクール 関⼝ 晴⾹
6位 2018 ⼤野 帆乃 フェアリードールより第2幕⼈形の精のVa イノイユミコバレエアドヴァンス 猪居 由美⼦
7位 2017 深澤 咲貴 ゼンツァーノの花祭りよりローザのVa Aki Ballet School 髙⽥ 亜紀
8位 2012 飯⽥ 萌愛 眠れる森の美⼥より第3幕フロリナ王⼥のVa 蔵本誠⼦バレエスクール ⾕⼝ 実⾹
9位 2023 板⾕ 結愛 パキータよりVa 舞花バレエスタジオ 真鍋 まゆみ
10位 2005 氷⾒ ⽇向詩 眠れる森の美⼥より第3幕フロリナ王⼥のVa 蔵本誠⼦バレエスクール ⾕⼝ 実⾹
10位 2015 ⼩野 真優 眠れる森の美⼥よりフロリナ王⼥のVa 舞花バレエスタジオ 真鍋 まゆみ
10位 2026 ⼩阪 智依良 アレルキナーダよりVa 柴⽥バレエスタジオ 中⼭ 江理奈

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 3021 前⽥ ⼼優 ライモンダより第1幕ピチカートのVa ルシアバレエスクール
（最優秀指導者賞）
⾼須 佑治

2位 3009 ⽥⼝ 絢琶 パキータよりVa 中野まりバレエスタジオ
（優秀指導者賞）
中野 まり

3位 3015 ⽶地 姫希 ドン・キホーテよりキューピットのVa 関⼝バレエスクール
（優秀指導者賞）
関⼝ 晴⾹

4位 3018 永野 友⾥巴 眠れる森の美⼥よりフロリナ王⼥のVa 江川バレエスクール 宮崎 樹湖
4位 3019 原⽥ 芽依 ラ・フィーユ・マル・ガルデよりリーズのVa 法村友井バレエ学校 堤本 ⿇起⼦
5位 3007 中村  絆那 ⽩⿃の湖より第1幕パ・ド・トロワ第1Va スワンバレエカンパニー ⽩⽅ 直美
5位 3017 ⼤⼭ 蓮 くるみ割り⼈形より⾦平糖の精のVa バレエスタジオPRELUDE 舞原 聖⼦
6位 3016 秋野 藍実 ドン・キホーテより第2幕ドルシネア姫のVa 北⼝抄⼦バレエスタジオ 北⼝ 抄⼦

Victoire Ballet Competition KOBE 2022
【バレエシューズAの部】

【バレエシューズBの部】

【バレエシューズCの部】

【⼩学⽣Aの部】



賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 4017 福間 悠陽 ⽩⿃の湖より第1幕パ・ド・トロワのVa Masako Ballet Works
（最優秀指導者賞）
上岡 真佐⼦

2位 4015 奥⽥ 芽⼄ 眠れる森の美⼥より第1幕ローズアダージオのVa 萩ゆうこバレエスタジオ
（優秀指導者賞）
萩 ゆうこ

3位 4009 板倉 花歩 海賊より第1幕グルナーラのVa 関⼝バレエスクール
（優秀指導者賞）
関⼝ 晴⾹

4位 4006 藤本 宥奈 ドン・キホーテより第3幕キトリのVa ひろせバレエ 広瀬 貴⼦
4位 4007 加久⾒ 琉莉 フェアリードールよりVa 村瀬沢⼦バレエスクール 磯村 レイナ
5位 4004 川本 叶絵 サタネラのVa ひろせバレエ 広瀬 貴⼦

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 5017 ⼭⾕ 優⽉ フローラの⽬覚めよりVa バレエスタジオ アッサンブレ
（最優秀指導者賞）
⼭⾕ 浩⼦

2位 5026 定井 夏 バヤデルカより幻影第3のVa YOKOクリエイティブバレエ
（優秀指導者賞）
吉⽥ 洋⼦

3位 5006 ⼤⻄ 咲楽 眠れる森の美⼥より第3幕オーロラ姫のVa 中野まりバレエスタジオ
（優秀指導者賞）
中野 まり

4位 5014 ⽯橋 花乃 くるみ割り⼈形より⾦平糖の精のVa Lien Ballet Studio 濱⽥ 直美
5位 5032 ⼩林 さくら アレルキナーダよりコロンビーヌのVa スズキ・バレエアート・スタジオ 鈴⽊ ⾥佳
6位 5021 樋上 菫 海賊よりメドーラのVa バレエスタジオPRELUDE 舞原 聖⼦
7位 5005 穂積 優 エスメラルダよりVa 中野由佳⼦バレエスクール 中野 由佳⼦
7位 5024 橋本 ⾥佳 サタネラよりサタネラのVa バレエ・エトワール 清⽥ 公美
8位 5019 森本 梨瑚 ドン・キホーテよりキューピットのVa ⽵内みさよバレエアカデミー ⽵内 みさよ
9位 5010 藤原 陽菜 ドン・キホーテよりドルシネア姫のVa ⽵内みさよバレエアカデミー ⽵内 みさよ
9位 5016 前⽥  光璃 眠れる森の美⼥より第3幕オーロラ姫のVa バレエスタジオレヴェランス クリスティ ⽥中

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 6003 ⾚井 七海 タリスマンよりVa A BALLET STUDIO
（最優秀指導者賞）
中⼿ 綾乃

2位 6022 政野 愛佳 フローラの⽬覚めよりフローラのVa Aki Ballet School
（優秀指導者賞）
髙⽥ 亜紀

3位 6005 向⼭ 侑希 アレルキナーダよりVa バレエスタジオアンジュ向⼭陽⼦バレエスクール
（優秀指導者賞）
向⼭ 陽⼦

4位 6002 ⽵越 結⽣ ダイアナとアクティオンよりダイアナのVa 蔵本誠⼦バレエスクール ⾕⼝ 実⾹・⼤場 知秀⼦
5位 6015 福井 葵 エスメラルダよりVa エトワールバレエスクール ⼤出 唯
6位 6026 坂⼝ 瑛⾹ ドン・キホーテより第3幕ブライダルメイドのVa ⿃取シティバレエ 中川 亮
7位 6023 下永 ⼩百合 ダイアナとアクティオンよりダイアナのVa カトルカールバレエスタジオ ⾼橋 浩⼦
8位 6027 笠井 結⾐ コッペリアより第1幕スワニルダのワルツのVa 蔵本誠⼦バレエスクール ⾕⼝ 実⾹
9位 6028 野⼝ 詩埜 パキータよりVa YOKOクリエイティブバレエ 吉⽥ 洋⼦
10位 6024 正野 杏奈 パキータよりソリストのVa 藤⽥⾹織バレエ教室 藤⽥ ⾹織

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 7008 菊池 琉花 ドン・キホーテより森の⼥王Va 舞花バレエスタジオ
（最優秀指導者賞）
真鍋 まゆみ

2位 7017 下原 莉央 ドン・キホーテ夢の場⾯よりドルシネアのVa ⼭⼝ゆうこバレエスクール
（優秀指導者賞）
⼭⼝ 優⼦

3位 7004 古林 華 眠れる森の美⼥より第3幕オーロラ姫のVa 蔵本誠⼦バレエスクール
（優秀指導者賞）
⾕⼝ 実⾹

4位 7011 渡辺 花 パキータよりエトワールのVa ⽵内みさよバレエ・アカデミー ⽵内 みさよ
5位 7018 近澤 究 ダイアナとアクティオンよりアクティオンのVa ⽴脇千賀⼦バレエ研究所 ⽴脇 千賀⼦
6位 7007 ⾦江 杏花 パキータよりエトワールのVa ⽯坂希恵バレエスタジオ ⽯坂 希恵
7位 7003 古林 優 ダイアナとアクティオンよりダイアナのVa 蔵本誠⼦バレエスクール ⾕⼝ 実⾹
7位 7006 ⼭⼝ 望 眠れる森の美⼥より第3幕オーロラ姫のVa エトワールバレエスクール ⼤出 唯

【中学⽣Cの部】

【⼩学⽣Bの部】

【中学⽣Aの部】

【中学⽣Bの部】



賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 8011 坪⽥ 桃 ⽩⿃の湖より第1幕パ・ド・トロワ第1Va Ｙｕｋｉ Ｂａｌｌｅｔ Ｓｔｕｄｉｏ
（最優秀指導者賞）
吉川 由恭

2位 8014 船岡 真⽮⼦ レ・シルフィードよりVa エトワールバレエスクール
（優秀指導者賞）
⼤出 唯

3位 8022 中野 慎之助 パキータよりリュシアンのVa 中野まりバレエスタジオ
（優秀指導者賞）
中野 まり

4位 8002 ⽵⽥ 楓 パキータよりエトワールのVa 法村友井バレエ学校 堤本 ⿇起⼦
5位 8010 阪上 愛実 サタネラよりVa 蔵本誠⼦バレエスクール ⾕⼝ 実⾹
5位 8017 ⻑⾕川 真歩 フローラの⽬覚めよりフローラのVa fairy Ballet 押部 彩
6位 8006 ⾼橋 友莉亜 ドン・キホーテより第3幕キトリのVa エトワールバレエスクール ⼤出 唯

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 410 ⽔本 千晶 パキータよりVa Mai Ballet Studio
（最優秀指導者賞）
中澤 舞

2位 405 梅﨑 まや ドン・キホーテより第3幕キトリのVa 愛⾥バレエスタジオ
（優秀指導者賞）
阿野 愛⾥・阿野⾹央⾥

3位 404 ⽻瀬 彩乃 パキータよりエトワールのVa 東條裕⼦バレエシアター
（優秀指導者賞）
東條 裕⼦

3位 409 中⽥ みなみ エスメラルダよりエスメラルダのVa 深⽥真紗⼦バレエアカデミー
（優秀指導者賞）
深⽥ 真紗⼦

4位 401 早川 茉莉⾹ 眠れる森の美⼥より第3幕オーロラ姫のVa 椋⽊バレエアカデミー 椋⽊ めぐみ

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 205 福井 葵 Cell エトワールバレエスクール
（最優秀指導者賞）
⼤出 唯

2位 203 植⽥ 璃⼦ let go BALLET STUDIO INFINITY
（優秀指導者賞）
中⽥ ⼀史

3位 201 澤 くるみ Black bird BALLET STUDIO INFINITY
中⽥ ⼀史

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 306 丸尾 花⼦ Voiceless エトワールバレエスクール
（最優秀指導者賞）
⼤出 唯

2位 307 ⾼橋 友莉亜 Initium エトワールバレエスクール
（優秀指導者賞）
⻄⽥ 真⾥亜

3位 310 ⻑⾕川 真歩 One Single Journey fairy Ballet
（優秀指導者賞）
古川 愛実

4位 309 中川 桃歌 RESFEBER Masako Ballet Works 上岡 真佐⼦
5位 301 ⼭⼝ 望 The Last Letter  エトワールバレエスクール ⼤出 唯・本間 紗世

⾚井 七海 タリスマンよりVa

⾚井 七海 タリスマンよりVa

審査員特別賞
中学⽣の部B

ミュンヘンサマーワークショップ ◆スカラシップ（500€進呈）
中学⽣の部B

【コンテンポラリー・ジュニアの部】

【コンテンポラリー・シニアの部】

【⾼校⽣の部】

【シニアの部】



8002 8006 8010 8011 8014 8017 8022
401   404   405   409   410

【参加権】
・ミュンヘンサマーワークショップ
8002 8006 8010 8011 8014 8017 8022

【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
・ミュンヘンサマーワークショップ
・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

4004 4006 4007 4009 4015 4017
5005 5006 5010 5014 5016 5017 5019 5021 5024 5026 5032
6002 6003 6005 6015 6022 6023 6024 6026 6027 6028
7003 7004 7006 7007 7008 7011 7017 7018

【参加権】
・スイス国⽴チューリッヒダンスアカデミー

4017
5006 5017
6002 6003

【参加権】
・ミュンヘングランプリ


