
賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 101 橋本 ⻘依 パキータより 第5のVa The Rayel Ballet Academy
（最優秀指導者賞）
渡邉 碧・⼋幡 順⼦

2位 112 安藤 佳吾 サタネラより男性Va バレエスタジオゆるり
（優秀指導者賞）
辻本 貴⼦

3位 107 ⼭本 來々 ドン・キホーテ第2幕よりキューピッドのVa Арина Ballet Studio
（優秀指導者賞）
河内 安⾥奈

3位 110 三條 希咲 眠れる森の美⼥より 元気の精のVa バレエスタジオゆるり 辻本 貴⼦

4位 106 久保 凛佳 「眠れる森の美⼥」第3幕よりフロリナ王⼥のVa Koto Ballet Studio 鎌野 琴⾳

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 212 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 206 房野 ⼩花 ⽩⿃の湖よりパ・ド・トロワ第1Va バレエスタジオゆるり
（優秀指導者賞）
辻本 貴⼦

3位 204 藤⽊ 椛 「眠れる森の美⼥」第3幕よりフロリナ王⼥のVa 下⽥春美バレエ教室
（優秀指導者賞）
下⽥ 春美

4位 201 藤井 芽愛 眠りの森の美⼥より 第3幕 フロリナ王⼥のVa Prima fille バレエスクール ⻄村 さよ

4位 205 鎌野 詩⾳ 「ドン・キホーテ」よりキューピットのVa Koto Ballet Studio 鎌野 琴⾳

5位 214 篠原 咲那 フェアリードールよりVa 舞花バレエスタジオ 真鍋 まゆみ

6位 207 ⼾⽥ 舞⾹ 「眠れる森の美⼥」第3幕よりフロリナ王⼥のVa 川畑⿇⼸バレエ教室 川畑 ⿇⼸

7位 202 松原 愛珠 「眠れる森の美⼥」より銀の精 第3幕 銀の精 エトワール・バレエスクール ⽟川 さつき

8位 213 ⼭野 愛珠 フロリナ王⼥のVa 舞花バレエスタジオ 真鍋 まゆみ

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 323 森本 亜伽⾳ 海賊よりオダリスク第3Va Y Ballet des Anges
（最優秀指導者賞）
安富 洋⼦

2位 307 ⾚塚 美怜 ⽩⿃の湖より パ・ド・トロワ第⼀Va バレエ・アカデミーRELEVE
（優秀指導者賞）
久嶋 江⾥⼦

2位 321 込⼭ 莉⼦ ファラオの娘より アスピシアのVa Anriインターナショナルバレエスクール
（優秀指導者賞）
降⽮ 杏理

3位 310 藤井 真愛 パキータよりVa Prima fille バレエスクール
（優秀指導者賞）
⻄村 さよ

4位 303 影⼭ 菜保 パリの炎よりジャンヌのVa ⿇理⾹バレエスタジオ 鍔本 ⿇理⾹

5位 313 伊藤 菜々⼦ 「眠れる森の美⼥」より 第3幕 フロリナ王⼥のVa 増⽥杏⼦バレエスタジオ 増⽥ 杏⼦

6位 327 和賀 泉咲 コッペリア第⼀幕よりスワニルダのVa AR ballet school 藤本 智奈美

7位 319 岩本 紗英 「⽩⿃の湖」よりパ・ド・トロワの第1Va 川畑⿇⼸バレエ教室 川畑 ⿇⼸

8位 300 柴垣 絢菜 ドン・キホーテより ドルシネアのVa AIRI Ballet 野﨑 愛梨

8位 325 美藤 舞帆 アレルキナーダよりコロンビーヌのVa アンバレエスタジオ 村井 加代⼦

9位 312 ⼯藤 ⼩夏 眠れる森の美⼥より 第3幕 フロリナ王⼥のVa 川畑⿇⼸バレエ教室 川畑 ⿇⼸

10位 302 今野 花 「眠れる森の美⼥」より フロリナ王⼥のVa Palier・Classe・De・Ballet 辻 真⼸

10位 324 尾崎 友梨 フロリナ王⼥のVa 舞花バレエスタジオ 真鍋 まゆみ

11位 317 ⼤垣 李佳 ドン・キホーテより 第3幕 キトリのVa エンジェリーナバレエ 中川 寿⼦

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 1001 多⽥ 侑加 ⽩⿃の湖よりパ・ド・トロワのVa 舞花バレエスタジオ
（最優秀指導者賞）
真鍋 まゆみ

2位 1005 藤井 真愛 眠れる森の美⼥より 第3幕 フロリナ王⼥のVa Prima fille バレエスクール
（優秀指導者賞）
⻄村 さよ

3位 1011 松⽥ ⽂吾 パキータよりパ・ド・トロワ 男性のVa エトワールバレエスクール
（優秀指導者賞）
⽟川 さつき

4位 1002 今野 花 「眠れる森の美⼥」より フロリナ王⼥のVa Palier・Classe・De・Ballet 辻 真⼸

5位 1004 ⾚塚 美怜 ⼈形の精よりVa バレエ・アカデミーRELEVE 久嶋 江⾥⼦

6位 1008 ⼯藤 ⼩夏 眠れる森の美⼥より 第3幕 フロリナ王⼥のVa 川畑⿇⼸バレエ教室 川畑 ⿇⼸

7位 1010 安⽥ ⿓⽉ サタネラよりVa ⽻場バレエスタジオ ⽻場 真智⼦

【バレエシューズの部C】

Victoire Ballet Competition OTSU2022
【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】



賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 2017 ⼤⼭ 蓮 アレルキナーダよりVa バレエスタジオPRELUDE
（最優秀指導者賞）
舞原 聖⼦

2位 2012 森本 亜伽⾳ 海賊よりオダリスク第3Va Y Ballet des Anges
（優秀指導者賞）
安富 洋⼦

3位 2009 込⼭ 莉⼦ ファラオの娘より アスピシアのVa Anriインターナショナルバレエスクール
（優秀指導者賞）
降⽮ 杏理

4位 2011 北野 誓乃 タリスマンよりニリチのVa 淳バレエ学園 今井 淳⼦

5位 2010 笠間 花菜 パキータよりVa un Ballet Studio ⼤⽯ 梨加

6位 2019 和賀 泉咲 コッペリア第⼀幕よりスワニルダのVa AR ballet school 藤本 智奈美

7位 2004 ⼾倉 綾⾳ フェアリードールよりVa 井上佳⼦バレエスクール 井上 佳⼦

7位 2005 岩本 紗英 「⽩⿃の湖」よりパ・ド・トロワの第1Va 川畑⿇⼸バレエ教室 川畑 ⿇⼸

7位 2018 鎌野 花⾳ 「眠れる森の美⼥」第3幕よりフロリナ王⼥のVa Koto Ballet Studio 鎌野 琴⾳

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 3006 兼松 杏⾐ 「コッペリア」より 第3幕 スワニルダのVa 今井結⼦バレエスタジオ
（最優秀指導者賞）
今井 結⼦

2位 3008 森川 彩未 眠れる森の美⼥第3幕よりオーロラ姫のVa emu little ballet
（優秀指導者賞）
朝井 ゆうこ

3位 3010 宮村 夏妃 パキータ第6のVa スタジオティンクバレエ
（優秀指導者賞）
⽊下 真由美

4位 3002 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

5位 3012 川合 絵美梨 タリスマンよりニリチのVa. Palier・Classe・De・Ballet 辻 真⼸

6位 3009 加藤 楓 パキータより第4ソリストのVa Aya Ballet Art 伊藤 彩

7位 3003 ⼩野 真優 フロリナ王⼥のVa 舞花バレエスタジオ 真鍋 まゆみ

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 4011 若狭 アンリ パキータよりヴェスタールカのVa ⽔野弘⼦バレエ学園
（最優秀指導者賞）
⽔野 永⼦・株⽥ 佳⾹

2位 4015 ⽯川 こなつ フローラの⽬覚めより オーロラのVa Ray Ballet School 
（優秀指導者賞）
⽔野 伶美

3位 4018 神⾥ 宙寿 サタネラより男性Va バレエスタジオゆるり
（優秀指導者賞）
辻本 貴⼦

4位 4006 ⼭⽥ 莉世 パキータより Va ⼩原芳美バレエスタジオ ⼩原 芳美

5位 4014 菅野 七菜 フローラの⽬覚めよりへーべのVa ⼩原芳美バレエスタジオ ⼩原 芳美

6位 4007 奥村 聖空 フェアリードールのVa Amy Ballet 吉川 綾

7位 4013 今⻄ 胡桃 ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa バレエスタジオミーシャ 脇塚 ⼒

8位 4009 樋上 菫 「⽩⿃の湖」第3幕よりオディールのVa バレエスタジオPRELUDE 舞原 聖⼦

9位 4008 ⿊⽥ 怜奈 パキータより 第5Va バレエ・アカデミーRELEVE 久嶋 江⾥⼦

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 5001 ⼩椋 愛花 エスメラルダより第⼀幕のVa ARCHITANZ Training Program
（最優秀指導者賞）
Michael  Shannon、Kimiho Hulbert

2位 5005 ⼭本 杏 「眠れる森の美⼥」より第1幕オーロラ姫のVa 川上恵⼦バレエスクール
（優秀指導者賞）
川上 恵⼦

3位 5007 三上 璃⼦ 「眠れる森の美⼥」より 第1幕 オーロラ姫のVa Palier・Classe・De・Ballet
（優秀指導者賞）
辻 真⼸

4位 5002 宮原 ⼄⾳ 騎兵隊の休⽌より ⼥性のVa Amy Ballet 吉川 綾

4位 5010 ⻑⾕川 萌⾐ 海賊よりメドーラのVa un Ballet Studio ⼤⽯ 梨加

【中学⽣の部B】

【中学⽣の部C】

【⼩学⽣の部B】

【中学⽣の部A】



賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 6021 伊藤 有紗 「エスメラルダ」よりエスメラルダのVa BalletStudioAiles
（最優秀指導者賞）
南⾕ 順⼦

2位 6024 近澤 究 「ドン・キホーテ」よりバジルのVa ⽴脇千賀⼦バレエ研究所
（優秀指導者賞）
吉岡 かやの

3位 6017 後藤 萌美 グラン・パ・クラシックよりVa 川上恵⼦バレエスクール
（優秀指導者賞）
川上 恵⼦

4位 6023 ⼭吹 薫乃 ラ・バヤデールよりガムザッティのVa SYU BALLET STUDIO ⼩前 ⼤介

5位 6013 津熊 碧⽣ フローラの⽬覚めより オーロラのVa ⼩林早紀バレエ教室 ⼩林 早紀

6位 6008 前⽥ 優萌 エスメラルダよりエスメラルダのVa ⽴脇千賀⼦バレエ研究所 吉岡 かやの

7位 6003 鎌倉 恋七 ⽩⿃の湖より オディールのVa 横倉明⼦バレエ教室 横倉 明⼦

8位 6010 武⽥ 紗和 海賊よりガムザッティのVa エトワール・バレエスクール ⽟川 さつき

9位 6007 仁科 美南 サタネラよりVa エトワール・バレエスクール ⽟川 さつき

10位 6009 ⽮地 優杏 バヤデール第2幕よりガムザッティのVa エトワール・バレエスクール ⽟川 さつき

11位 6002 坂⼝ 結 ジゼルより 第1幕 ジゼルのVa 今井結⼦バレエスタジオ 今井 結⼦

11位 6019 中⾕ 彩琉 「フローラの⽬覚め」よりへーべのVa バレエスタジオPRELUDE 舞原 聖⼦

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 7009 川本 実夢 ライモンダより夢の場のVa 川本バレエスタジオ
（最優秀指導者賞）
川本 和彦、近藤 百代

2位 7006 男澤 和果 「コッペリア」より 第1幕 スワニルダのVa 下⽥春美バレエ教室
（優秀指導者賞）
下⽥ 春美

2位 7007 三宅 真菜 ジゼルよりジゼルのVa Y Ballet des Anges
（優秀指導者賞）
安富 洋⼦

3位 7014 砂川 裕菜 海賊よりグルナーダのva 酒井マリバレエスタジオ
（優秀指導者賞）
酒井 マリ

4位 7010 原⽥ 久留美 「ドン・キホーテ」より 第3幕 キトリのVa 野間バレエスクール 野間 景

5位 7008 今井 ひな⼦ ワルプルギスの夜よりVa 野間バレエスクール 野間 景

6位 7005 ⽔野 みく エスメラルダよりエスメラルダのVa 京都バレエ専⾨学校 有⾺ えり⼦

7位 7012 清⽊ 花梨 ラ・バヤデールよりガムザッティのVa yoshimura dance center よしむら 礼

8位 7011 ⼩川 鮎夏 「エスメラルダ」よりva &M ballet studio 泉野 まゆこ

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 403 鎌野 花⾳ ⼈⿂の⾒た夢 Koto Ballet Studio
（最優秀指導者賞）
鎌野 琴⾳

2位 404 染⽮ 華⾐ Unforgettable  Memory Ecole mai ballet
（優秀指導者賞）
清家 舞

3位 409 ⼭吹 薫乃 The Gate SYU BALLET STUDIO
（優秀指導者賞）
⼩前 ⼤介

4位 405 鎌倉 恋七 Moments 横倉明⼦バレエ教室 義本佳⽣、横倉 明⼦

5位 410 甲斐 優⾥ Maria 船附菜穂美バレエスタジオ 堀川美和

1001 多⽥ 侑加

4011 若狭 アンリ

4011 若狭 アンリ
4015 ⽯川 こなつ

クイーンズランド ◆ハーフスカラシップ
中学⽣の部B パキータよりヴェスタールカのVa
中学⽣の部B フローラの⽬覚めより オーロラのVa

中学⽣の部B パキータよりヴェスタールカのVa

【コンテンポラリーの部】

審査員特別賞
⼩学⽣の部A ⽩⿃の湖よりパ・ド・トロワのVa

ミュンヘングランプリ＆ワークショップ2023 ◆スカラシップ（500€進呈）

【シニアの部】

【⾼校⽣の部】



6002 6003 6007 6008 6009 6010 6013 6017 6019 6021 6023 6024
7005 7006 7007 7008 7009 7010 7011 7012 7014

【参加権】
・ドイツ国⽴アウグスブルクバレエ団
6003 6007 6008 6010 6015 6017 6019 6024 6026
7003 7004 7005 7006
405 409

【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

2004 2005 2009 2010 2011 2012 2017 2018 2019
3002 3003 3006 3008 3009 3010 3012
4006 4007 4008 4009 4011 4013 4014 4015 4018

【参加権】
・ウィーン国⽴歌劇場バレエスクール2023
2012 2017
3001 3006
4006 4009 4011 4013 4015 4018
5005 5007

【参加権】
・ミュンヘングランプリ＆ワークショップ2023

【参加権】
・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

5001 5002 5005 5007 5010


