
賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 103 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 107 安達 みさと 眠れる森の美⼥より第3幕フロリナ王⼥のVa Mayuko Beautiful Ballet
（優秀指導者賞）
⾼野 真由⼦

3位 110 奥⼭ 美瑠 アレルキナーダよりVa 橘るみバレエスクール
（優秀指導者賞）
橘 るみ

4位 108 油⾕ 彩楽 眠れる森の美⼥よりフロリナ王⼥のVa MIUバレエスタジオ ⼭内 未宇

5位 111 ⼩南 賢⼈ サタネラよりVa バレエ オブ アメリカ ⼭⽥ 仁美

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 225 佐藤 永愛 ラ・フィーユ・マル・ガルデよりリーズのVa バレエプラティーヌ
（最優秀指導者賞）
佐藤 芳奈・野村優⾹

2位 209 永島 美結 卒業舞踏会よりVa 村瀬沢⼦バレエスクール
（優秀指導者賞）
磯村 レイナ

3位 204 ⽯川 陽菜 ドン・キホーテより第2幕キューピットのVa 中野由佳⼦バレエスクール
（優秀指導者賞）
中野 由佳⼦

4位 223 諏訪下 莉奈 卒業舞踏会よりVa 中野由佳⼦バレエスクール 中野 由佳⼦

5位 208 今⽥ ⽇茉莉 コッペリアより第1幕スワニルダのVa バレエプラティーヌ 佐藤 芳奈・野村優⾹

6位 212 中⾕ 仁実 パリの炎よりジャンヌのVa 翔⼦バレエスタジオ 池上 翔⼦

7位 218 梶⽊ ⾳和 眠れる森の美⼥より第3幕オーロラ姫のVa 真忠久美⼦バレエスタジオ 真忠 久美⼦

8位 213 飯⽥ 珠乃 ラ・フィーユ・マル・ガルデよりリーズのVa ⼭⼝ゆうこバレエスクール ⼭⼝ ゆうこ

9位 228 森本 亜伽⾳ コッペリアより第3幕スワニルダのVa Y Ballet des Anges 安富 洋⼦

10位 202 三ツ井 碧 コッペリアより第1幕スワニルダのVa École de Ballet Tio 佐藤 喜⼦

11位 221 和氣 凛奈 ラ・フィーユ・マル・ガルデより第1幕リーズのVa ソウダバレエスクール ⾼⾒ 佳

12位 229 武本 蒼依 チッポリーノのよりラディッシュのVa Clair de Ballet 布施 洋⼦

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 1003 永島 美結 フェアリードールより⼈形の精のVa 村瀬沢⼦バレエスクール
（最優秀指導者賞）
磯村 レイナ

2位 1007 中村 ⽻奈花 フェアリードールよりお⼈形のVa 川上恵⼦バレエスクール
（優秀指導者賞）
川上 恵⼦

2位 1010 川端 茉依 パリの炎よりジャンヌのVa 萩ゆうこバレエスタジオ
（優秀指導者賞）
萩 ゆうこ

3位 1014 松⽥ 樹⾳ パキータよりVa 萩ゆうこバレエスタジオ 萩 ゆうこ

4位 1008 𠮷川 奈那 眠れる森の美⼥よりフロリナ王⼥のVa 法村友井バレエ学校 堤本 ⿇起⼦

5位 1006 ⼭本 紗楽 ラ・フィーユ・マル・ガルデよりリーズのVa Sena Ballet Studio ⼤塚 世菜

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 2023 藤⽥ ゆい 海賊より第3幕ギュリナーラのVa バレエ オブ アメリカ
（最優秀指導者賞）
⼭⽥ 仁美

2位 2009 佐藤 永愛 海賊より第3幕メドーラのVa バレエプラティーヌ
（優秀指導者賞）
佐藤 芳奈・野村優⾹

3位 2027 ⽮野 優菜 卒業舞踏会よりVa バレエプラティーヌ 佐藤 芳奈・野村優⾹

4位 2015 村上 詠美 眠れる森の美⼥より第3幕オーロラ姫のVa ルシアバレエスクール ⾼須 佑治

5位 2022 松尾 華愛 バヤデールより影の王国第3Va バレエスタジオGEM ⽥井 清馨・ビエリック イヴァン

6位 2026 原⽥ 芽依 コッペリアより第3幕スワニルダのVa 法村友井バレエ学校 堤本 ⿇起⼦

7位 2024 武本 蒼依 ラ・フィーユ・マル・ガルデよりリーズのVa Clair de Ballet 布施 洋⼦

8位 2028 ⼩原 和 眠れる森の美⼥より第3幕オーロラ姫のVa シェイラバレエスクール リマ シェイラ

9位 2030 ⼤林 ⻘空 ドン・キホーテよりバジルのVa バレエスタジオGEM ⽥井 清馨・ビエリック イヴァン

10位 2020 森本 亜伽⾳ コッペリアより第3幕スワニルダのVa Y Ballet des Anges 安富 洋⼦

Victoire Ballet Competition OSAKA 2022
【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】



賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 3025 川⻄ 美代⼦ 騎兵隊の休息よりVa ワクイバレエスクール
（最優秀指導者賞）
脇坂 凪

2位 3022 ⽯渡 ⾳⽻ フローラの⽬覚めよりオーロラのVa バレエ オブ アメリカ
（優秀指導者賞）
⼭⽥ 仁美

2位 3028 ⼭下 彩⾹ コッペリアより第1幕スワニルダのVa ⿃取シティバレエ
（優秀指導者賞）
中川 亮

3位 3008 ⿊瀬 ⼼⾳乃 パキータよりVa のどかバレエスクール
（優秀指導者賞）
川⼝ のどか

4位 3007 松島 初実 眠れる森の美⼥より第3幕リラの精のVa ワクイバレエスクール 脇坂 凪

5位 3010 吉⽥ 茉優 騎兵隊の休息よりVa ミーナバレエスクール 松本 奈津⼦

5位 3017 原⽥ 桜⼦ 眠れる森の美⼥より第3幕フロリナ王⼥のVa 萩ゆうこバレエスタジオ 萩 ゆうこ

6位 3009 畑⾕ うらら アレルキナーダよりアレルキナーダのVa K.Classic Ballet Studio ⼩⾕ 佳世

7位 3023 佐藤 美愛 ラ・エスメラルダよりエスメラルダのVa バレエプラティーヌ 佐藤 芳奈・野村優⾹

8位 3026 ⼤﨑 礼愛 コッペリアより第3幕スワニルダのVa YUKI BALLET STUDIO 吉川 由恭

9位 3021 中⾕ 綸花 ライモンダ第1幕よりVa ワクイバレエスクール 脇坂 凪

10位 3011 三浦 ⽇菜⼦ アレルキナーダよりアレルキナーダのVa ベルバレエスタジオ 波多野 渚砂

10位 3029 奥⽥ 芽⼄ タリスマンよりニリチの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 4013 中澤 ⼀乃 海賊よりメドーラのVa ワクイバレエスクール
（最優秀指導者賞）
脇坂 凪

2位 4017 桑⼭ 瑠々 ジゼルより第1幕ジゼルのVa Ballet Class Deco
（優秀指導者賞）
塩⾕ 奈⼸

3位 4023 真島 桜菜 フローラの⽬覚めよりへーべのVa 村瀬沢⼦バレエスクール
（優秀指導者賞）
磯村 レイナ

4位 4022 秋⽥ 俐⼦ エスメラルダよりエスメラルダのVa ワクイバレエスクール 脇坂 凪

4位 4025 津島 翔空 パリの炎よりフィリップのVa Sena Ballet Studio ⼤塚 世菜

5位 4003 上⻄ 冬⾳ コッペリアより第1幕スワニルダのVa 森⾼⼦バレエ教室 森 ⾼⼦・森 有菜

6位 4026 坂本 來⽃ ラ・フィーユ・マル・ガルデよりコーラスのVa ソウダバレエスクール ⾼⾒ 王國・宗⽥静⼦

7位 4021 岩⽥ 栞奈 タリスマンよりニリチのVa ルシアバレエスクール ⾼須 佑治

8位 4015 中⻄ うるる 眠れる森の美⼥より第1幕ローズアダジオのVa バレエ オブ アメリカ ⼭⽥ 仁美

9位 4008 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

10位 4001 古川 惺菜 ドン・キホーテよりキューピッドのVa ベルバレエスタジオ 波多野渚砂

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 5014 島⻑ 賢汰 ラ・フィーユ・マル・ガルデよりコーラスのVa ルシアバレエスクール
（最優秀指導者賞）
⾼須 佑治

2位 5006 福井 葵 エスメラルダよりVa エトワールバレエスクール
（優秀指導者賞）
⼤出 唯

3位 5012 ⻄平 真凜 フローラの⽬覚めよりへーべのVa Y Ballet des Anges
（優秀指導者賞）
安富 洋⼦

4位 5007 ⼯藤 倭⼩ 海賊よりメドーラのVa Alouette Ballet Academy 柴橋 智⼦

5位 5013 岸⽥ 夏⾳ コッペリアよりフランツのVa ソウダバレエスクール ⾼⾒王國・宗⽥ 静⼦

6位 5009 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

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 6002 ⼤森 早菜 ジゼルより第1幕ジゼルのVa ⿃取シティバレエ
（最優秀指導者賞）
中川 亮

2位 6003 ⼩松 詩姫 ドン・キホーテよりキトリのVa バレエ ヴェリテ
（優秀指導者賞）
浅利 真紀

3位 6006 藤岡 由⾐ ドン・キホーテよりドルシネアのVa sAtsuki Ballet
（優秀指導者賞）
瀬島 五⽉

4位 6025 笠原 ゐさり タリスマンよりVa バレエプラティーヌ 佐藤 芳奈・野村優⾹

5位 6016 梶⽊ 花⾳ ジゼルより第1幕ジゼルのVa 真忠久美⼦バレエスタジオ 真忠 久美⼦

6位 6027 中林 寛登 パキータより第2幕リュシアンのVa 深⽥真紗⼦バレエアカデミー 深⽥ 真紗⼦

7位 6008 古⽥ 愛奏 眠れる森の美⼥より第3幕オーロラ姫のVa 川上恵⼦バレエスクール 川上 恵⼦

7位 6022 中尾 ⼼杏 フローラの⽬覚めよりフローラのVa 佐々⽊美智⼦バレエ団/スタジオ 佐々⽊ ⼤・ 杉原 ⼩⿇⾥

8位 6029 ⾼橋 ⻘ ⽩⿃の湖より王⼦のVa 森⾼⼦バレエ教室 森 ⾼⼦・森 有菜

9位 6019 堤 結希 ドン・キホーテより第1幕キトリのVa エトワールバレエスクール ⼤出 唯

10位 6017 上村 美優 エスメラルダよりエスメラルダのVa Kバレエスタジオ ⽮上 久留美

10位 6021 福井 愛⼦ パキータよりパ・ド・トロワ第1Va 東條裕⼦バレエシアター 東條 裕⼦

【中学⽣の部A】

【中学⽣の部B】

【⾼校⽣の部】

【中学⽣の部C】



賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 7014 齋藤 伊世 ファラオの娘よりアスピシアのVa 佐々⽊美智⼦バレエ団/スタジオ
（最優秀指導者賞）
佐々⽊ ⼤・ 杉原 ⼩⿇⾥

2位 7010 松本 柚⾹ アレルキナーダよりコロンビーヌのVa 芦屋バレエスクール
（優秀指導者賞）
⻄本 由美

3位 7003 三宅 真菜 エスメラルダよりVa Y Ballet des Anges
（優秀指導者賞）
安富 洋⼦

3位 7012 ⽊下 愛唯 サタネラのVa フリー

4位 7007 澤村 結愛 エスメラルダよりVa 森⾼⼦バレエ教室 森 ⾼⼦・森 有菜

5位 7009 松本 鈴⾹ パキータよりパ・ド・トロワ第1Va 芦屋バレエスクール ⻄本 由美

6位 7006 森 那帆 眠れる森の美⼥より第3幕オーロラ姫のVa 佐々⽊美智⼦バレエ団/スタジオ 佐々⽊ ⼤・ 杉原 ⼩⿇⾥

7位 7004 ⼩野⼜ 麗 ⽩⿃の湖より第3幕⿊⿃のVa バレエスタジオGEM ⽥井 清馨・ビエリック イヴァン

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 405 ⽯渡 ⾳⽻ Fragile バレエ オブ アメリカ
（最優秀指導者賞）
⼭⽥ 仁美

2位 406 佐藤 美愛 BIOPHILIA バレエプラティーヌ
（優秀指導者賞）
中⽥⼀史・佐藤芳奈・野村優⾹

3位 409 秋⽥ 俐⼦ Woebegone ワクイバレエスクール
（優秀指導者賞）
安川千晶

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 305 上垣 茜 Bloom and fall 左近幸⼦バレエスタジオ
（最優秀指導者賞）
佐々⽊ 梨江

2位 301 上坂 莉⼦ Tsuru BU-TO-O-KAI
（優秀指導者賞）
東海林 まゆ美

3位 302 ⼩松 詩姫 Cloak and Dagger バレエ ヴェリテ
（優秀指導者賞）
浅利 真紀

島⻑ 賢汰

⽯渡 ⾳⽻
川⻄ 美代⼦

⼩松 詩姫
⽯渡 ⾳⽻
村上 詠美
⼩松 詩姫
梶⽊ 花⾳
福井 愛⼦
笠原 ゐさり

⼤森 早菜

⽯渡 ⾳⽻
川⻄ 美代⼦
中⻄ うるる
桑⼭ 瑠々
吉村 千咲都
福井 葵
⼯藤 倭⼩
平野 ⼼太
中⽊ 惠菜
古⽥ 愛奏
中林 寛登
⾼橋 ⻘

ラ・バヤデールより第2幕ソロルのVa

⾼校⽣の部 ⽩⿃の湖より王⼦のVa

⾼校⽣の部 ドン・キホーテよりドルシネアのVa
⾼校⽣の部 眠れる森の美⼥より第3幕オーロラ姫のVa
⾼校⽣の部 パキータより第2幕リュシアンのVa

中学⽣の部A 騎兵隊の休息よりVa

コンテ・ジュニアの部

⼩学⽣の部B

⾼校⽣の部
⾼校⽣の部
⾼校⽣の部

Fragile
眠れる森の美⼥より第3幕オーロラ姫のVa
ドン・キホーテよりキトリのVa
ジゼルより第1幕ジゼルのVa
パキータよりパ・ド・トロワ第1Va

中学⽣の部A 騎兵隊の休息よりVa

クイーンズランドバレエ ◆ハーフスカラシップ
中学⽣の部A フローラの⽬覚めよりオーロラのVa

中学⽣の部B 眠れる森の美⼥より第1幕ローズアダジオのVa
中学⽣の部B ジゼルより第1幕ジゼルのVa
中学⽣の部C 海賊よりVa
中学⽣の部C エスメラルダよりVa
中学⽣の部C 海賊よりメドーラのVa
中学⽣の部C

審査員特別賞
中学⽣の部C ラ・フィーユ・マル・ガルデよりコーラスのVa

【シニアの部】

【モダン・コンテンポラリー・シニアの部】

【モダン・コンテンポラリー・ジュニアの部】

ミュンヘングランプリ＆ワークショップ2023 ◆スカラシップ（300€進呈）
中学⽣の部A フローラの⽬覚めよりオーロラのVa

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
コンテ・シニアの部 Cloak and Dagger

⾼校⽣の部 タリスマンよりVa

クイーンズランドバレエ ◆スカラシップ
⾼校⽣の部 ジゼルより第1幕ジゼルのVa



【参加権】
・ドイツ国⽴アウグスブルクバレエ団 （※7⽉12⽇ 追加）

7014 7010 7003 7012
305 301 302

【ハーフスカラシップ】
・ミュンヘングランプリ

【参加権】
・スイス国⽴チューリッヒダンスアカデミー

【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

【参加権】
・ミュンヘングランプリ＆ワークショップ2023

2009 2015 2020 2022 2023 2024 2026 2027 2028 2030
3007 3008 3009 3010 3011 3017 3021 3022 3023 3025 3026 3028 3029
4001 4003 4008 4013 4015 4017 4021 4022 4023 4025 4026
5006 5007 5009 5012 5013 5014

2023
3008 3011 3022
4013 4026
5001 5014

6002 6003 6006 6008 6016 6017 6019 6021 6022 6025 6027 6029
7003 7004 7006 7007 7009 7010 7012 7014

405 302


