
賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 106 吉⽵ 優晴 アルレキナーダ男性のVa 吉⽵ゆかりバレエスタジオ
（最優秀指導者賞）
吉⽵ ゆかり

2位 102 佐藤 ⽂⽉ 眠れる森の美⼥より第3幕フロリナ王⼥のVa 三鷹シティバレエ スタジオ
（優秀指導者賞）
平野 玲・武⽥ 明⼦

3位 103 三上 佳純 優しさの精のVa YARITA YU BALLET STUDIO
（優秀指導者賞）
鎗⽥ 優

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 611 ウィリス アリシア美優 パキータよりVa バンクーバーバレエシアター
（最優秀指導者賞）
ウィリス エンバー・ウィリス 優⼦

2位 202 寺⽥ ⽻那 コッペリアより第1幕スワニルダのVa YARITA YU BALLET STUDIO
（優秀指導者賞）
鎗⽥ 優

3位 605 梅原 陽葵 パキータよりVa レイバレエスクール
（優秀指導者賞）
⽔野 伶美

4位 602 下之園 友梨 ドン・キホーテよりキューピッドのVa 三鷹シティバレエスタジオ 平野 玲・武⽥ 明⼦

5位 228 浅⽥ 良舞 ⽩⿃の湖より第1幕パ・ド・トロワの男性Va シンフォニーバレエスタジオ 副 智美・浅⽥ 良和

6位 209 篠原 莉杏 コッペリアより第1幕スワニルダのVa02 Ａristo BALLET STUDIO ⼩笠原 ⼀真・⾼橋 有⾥

6位 216 天⽥ 美⽉ フェアリードールよりVa yaritayu balletstudio 鎗⽥ 優

7位 218 池⽥ 乃唯 卒業舞踏会よりVa Aristo BALLET STUDIO ⼩笠原 ⼀真・⾼橋 有⾥

8位 224 五⼗嵐 伯逢 タリスマンよりニリチのVa あかりバレエスタジオ 和⽥ 安佳莉

9位 604 鈴⽊ 陽菜 パキータより第5Va YARITA YU BALLET STUDIO 鎗⽥ 優

10位 225 吉⽵ ひなの アルレキナーダよりコロンビーヌのVa 吉⽵ゆかりバレエスタジオ 吉⽵ ゆかり

11位 609 加納 ⾥紗 ラ・フィーユ・マル・ガルデよりリーズのVa 松浦かがりバレエアカデミー 松浦 かがり

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 706 中⽥ 佳幸 卒業舞踏会より卒業舞踏会のVa K-Grace Ballet 
（最優秀指導者賞）
宮井 和⼦

2位 719 ⼤野 愛 ドン・キホーテより第3幕キトリのVa  YARITA YU BALLET STUDIO
（優秀指導者賞）
鎗⽥ 優

2位 728 清⽔ 仁⾐凪 コッペリアより第1幕スワニルダのVa バレエスタジオDUO
（優秀指導者賞）
⽥中 洋⼦

3位 732 安本 結惟 ラ・フィーユ・マル・ガルデより第1幕リーズのVa デパルクバレエスクール
（優秀指導者賞）
井上 浩⼆・井上 かおり・⿑藤 花

4位 730 今井 詩 ラ・フィーユ・マル・ガルデよりリーズのVa メザミバレエスタジオ 坂地 亜美・髙⽐良 洋

5位 716 クラーク 楓⾳ ラ・フィーユ・マル・ガルデより第1幕リーズのVa デパルクバレエスクール 井上 浩⼆・井上 かおり・⿑藤 花

6位 717 ⼤澤 奈央 ⼈形の精より⼈形の精のVa デパルクバレエスクール 井上 浩⼆・井上 かおり・⿑藤 花

7位 708 ⽥⼝ 結彩 ⽩⿃の湖よりパ・ド・トロワの第1Va 松浦かがりバレエアカデミー 松浦 かがり

7位 714 ⽉⼭ 莉⾐咲 ラ・フィーユ・マル・ガルデよりリーズのVa  Joli Ange Ballet Studio 中島 美郷・中島 哲也・中島奈々

7位 731 ⼭下 莉⾥歌 アレルキナーダのVa Ballet class crane 鶴⾒ 未穂⼦

8位 718 藤江 環 アルレキナーダより⼥性のVa 5Angel Shouin Ballet Company 正院 左貴⼦

9位 723 岩名 桃⼦ フェアリードールよりVa K-Grace Ballet 宮井 和⼦

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 1005 海瀬 莉咲 タリスマンよりニリチのVa YARITA YU BALLET STUDIO
（最優秀指導者賞）
鎗⽥ 優

2位 1009 鈴⽊ 未来 パキータより第4Va T.A.バレエ
（優秀指導者賞）
阿部 友魅

3位 1011 松下 円⾹ 眠れる森の美⼥よりフロリナ王⼥のVa ル・レーヴバレエ スタジオ
（優秀指導者賞）
⼭本 亜⼸

4位 1010 福⽥ 珂歩 パキータより第2幕パキータ第4のVa チコバレエアカデミー ⼭本 千湖

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 2024 豊川 稟⼦ 眠れる森の美⼥より第1幕オーロラのVa 3BLOOMS
（最優秀指導者賞）
清⽔ 亜⽮⼦

2位 2003 ⼩川 誉稀 ⾦平糖の精のVa K-Grace Ballet
（優秀指導者賞）
宮井 和⼦

3位 2017 吉川 葵 アレルキナーダよりVa 徳永由貴バレエスクール
（優秀指導者賞）
徳永 由貴

4位 2021 齋藤 くるみ 「ジゼル」より 第1幕 ジゼルのVa デパルクバレエスクール 井上 浩⼆先⽣ 井上 かおり先⽣

4位 2026 蓑島 清仁 パキータよりVa K-GraceBallet 宮井 和⼦

5位 2020 ⼩池 結愛 眠れる森の美⼥より第3幕オーロラ姫のVa Gloire Ballet Studio 後藤 彩

6位 2004 松本 妃央 ドン・キホーテより第1幕キトリのVa チコバレエアカデミー ⼭本 千湖

7位 2002 北原 梨暖 ラ・フィーユ・マル・ガルデよりリーズのVa 三鷹シティーバレエスタジオ 武⽥ 明⼦

8位 2012 須藤 花梨 タリスマンよりニリチのVa Avec Grace Ballet ⻑⾕ 明⼦

9位 2006 本庄 永茉 キューピッドのVa TLEUBAEV Ballet School TLEUBAEV MAYLEN・トレウバエワ 美奈

10位 2023 ⼩川 愛琉 コッペリアより第1幕スワニルダのVa スワンバレエスタジオ ⾵巻 ⽂枝

11位 2005 ⽦⽥ 紗蘭 アレルキナーダよりコロンビーヌのVa Ballet Studio Lien 福井 ゆい

Victoire Ballet Competition TOKYO2022‐秋‐
【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】

【バレエシューズの部C】



賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 3024 飯野 利⼀ ドン・キホーテより第3幕バジルのVa ASAMI INTERNATIONAL STUDIO
（最優秀指導者賞）
浅⾒ 紘⼦

2位 3011 ⼩宮 可梨奈 パキータよりVa K-Grace Ballet
（優秀指導者賞）
宮井 和⼦

3位 3016 坂⼝ 舞 パキータよりVa シホバレエクラス
（優秀指導者賞）
奥村 志帆

4位 3022 渡邊 絢咲 サタネラよりVa YARITA YU BALLET STUDIO 鎗⽥ 優

5位 3023 ⻑⾕川 瑠璃奈 タリスマンよりニリチのVa Amiバレエダンスアーツ 櫻井 亜美

6位 3017 橋⽖ 和花 パキータよりエトワールのVa ル・レーヴバレエスタジオ ⼭本 亜⼸

7位 3006 奥⽥ 唯乃 パキータよりVa メザミバレエスタジオ 坂地 亜美・髙⽐良 洋

8位 3021 坂本 美琴 くるみ割り⼈形より⾦平糖の精のVa 松浦かがりバレエアカデミー 松浦 かがり

9位 3003 若⽥部 史⾹ 眠れる森の美⼥より第1幕オーロラ姫のVa K-Grace Ballet 宮井 和⼦

9位 3014 ⻫藤 佑⾐奈 パキータのVa ル・レーヴバレエスタジオ ⼭本 亜⼸

10位 3018 橋元 美菜 タリスマンより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 4001 ⼋⽊ 映利⾹ 海賊より第1幕グルナーラのVa OSOZAWA BALLET STADIO
（最優秀指導者賞）
遅沢 佑介

2位 4020 束⽥ 朗⽣ サタネラよりVa ⼤畠律⼦バレエスクール
（優秀指導者賞）
⼤畠 律⼦

3位 4003 岩﨑 珠冬 サタネラのVa TLEUBAEV Ballet School
（優秀指導者賞）
TLEUBAEV MAYLEN・トレウバエワ 美奈

4位 4017 三輪 悠乃 フローラの⽬覚めよりフローラのVa 松浦かがりバレエアカデミー 松浦 かがり

5位 4002 河﨑 ⼼晴 ライモンダより夢の場のVa デパルクバレエスクール 井上 浩⼆・井上 かおり・⿑藤 花

6位 4014 ⼤久保 知華 眠れる森の美⼥より第1幕オーロラ姫のVa Ballet Studio Lien 福井 ゆい

7位 4016 菊地 美鶴 海賊よりメドゥーラのVa CUPIDO BALLET STUDIO 野澤 夏奈

8位 4012 ⼩川  真穂 眠れる森の美⼥より第3幕オーロラ姫のVa メザミバレエスタジオ 坂地 亜美・髙⽐良 洋

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 5001 ⼤場 ゆう⼦ タリスマンよりニリチのVa YARITA YU BALLET STUDIO
（最優秀指導者賞）
鎗⽥ 優

2位 5007 澁⾕ 美和 ドン・キホーテより第3幕キトリのVa 伊藤智⼦バレエスタジオ
（優秀指導者賞）
伊藤 智⼦

3位 5004 三浦 結愛 エスメラルダよりエスメラルダのVa AristoBALLET STUDIO
（優秀指導者賞）
⼩笠原 ⼀真・⾼橋 有⾥

4位 5002 倉橋 未奈 ドン・キホーテより第2幕ドルシネアのVa ル・レーヴバレエスタジオ ⼭本 亜⼸

5位 5010 ⻫藤 真結花  キトリより第3幕のVa ル・レーヴバレエスタジオ ⼭本 亜⼸

6位 5006 ⼤宮 彩瑚 ドン・キホーテより第2幕ドルシネアのVa migaku Ballet ⼤場 めぐ美

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 6011 ⼤橋 季惟 フローラの⽬覚めよりVa 三鷹シティバレエスタジオ
（最優秀指導者賞）
平野 玲・武⽥ 明⼦

2位 6012 名取川 さくら サタネラのVa BALLET LE COEUR
（優秀指導者賞）
中平 絢⼦・賀川 暢

3位 6025 東⽥ 結⽃ ⽩⿃の湖より第3幕ジークフリートのVa K-Grace Ballet
（優秀指導者賞）
宮井 和⼦

4位 6024 佐藤 可惟 ⽩⿃の湖より第3幕ジークフリートのVa Curans Ballet School 橋本 苑⼦

5位 6007 相場 璃⼦ パキータよりエトワールのVa Kanaco Ballet School ⼭本 加奈⼦

6位 6023 松浦 美命 ライモンダより夢の場のVa 松浦かがりバレエアカデミー 松浦 かがり

7位 6015 ⼋巻 璃奈 ラ・バヤデールよりガムザッティのVa ⾦⽥・こうのバレエアカデミー こうの 恭⼦
8位 6013 三宮 結 エスメラルダよりエスメラルダのVa RBSバレエカンパニー 井関 典⼦

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 7007 梶川 リり ラ・フィユ・マル・ガルデよりリーズのVa 多々納みわ⼦バレエスタジオ
（最優秀指導者賞）
多々納 みわ⼦

2位 7004 望⽉ 恭花 ダイアナとアクティオンよりダイアナのVa ⽩⿃バレエ学園
（優秀指導者賞）
塚⽥ たまゑ・塚⽥ みほり

3位 7005 中本 真優 ドン・キホーテより第2幕森の⼥王のVa Class-Y
（優秀指導者賞）
安井 紫

【シニアの部】

【⾼校⽣の部】

【中学⽣の部A】

【中学⽣の部B】

【中学⽣の部C】



賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 402 中⽥ 佳幸 アヴェ・マリア K-Grace Ballet 
（最優秀指導者賞）
宮井 和⼦

2位 414 度會 悠乃 CLEAR メザミバレエスタジオ
（優秀指導者賞）
坂地 亜美・髙⽐良 洋・宮内⿇⾐⼦

3位 408 奥⽥ 唯乃 Kitten メザミバレエスタジオ
（優秀指導者賞）
坂地 亜美・髙⽐良 洋

4位 417 三浦 結愛 naz AristoBALLET STUDIO 前⽥新奈

5位 412 ⼩川 真穂 Hydrangea メザミバレエスタジオ 坂地 亜美・髙⽐良 洋

6位 411 ⼋⽊ 映利⾹ The Nightingale OSOZAWA BALLET STADIO 遅沢 佑介

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 505 原 ⾐梨佳 デッサン
（最優秀指導者賞）
中村 新ノ助

2位 502 ⼤北 千裕 Cafe Terrace at Night メザミバレエスタジオ
（優秀指導者賞）
坂地 亜美・髙⽐良 洋

3位 506 内⼭ 陽瀬 caprice ダンステアトロ21
（優秀指導者賞）
能美 健志

3024 飯野利⼀

3024 飯野利⼀

6007 6011 6012 6013 6015 6023 6024 6025
7007 7004 7005

【参加権】
・ドイツ国⽴アウグスブルクバレエ団

6001 6006 6009 6011 6013 6020 6022

【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 2003 2004 2005 2006 2012 2017 2020 2021 2023 2024 2026
3003 3006 3011 3014 3016 3017 3018 3021 3022 3023 3024
4001 4002 4003 4012 4014 4016 4017 4020
5001 5002 5004 5006 5007 5010

【参加権】
・ウィーン国⽴歌劇場バレエスクール2023

2012 2021 2024 2026
3001 3003 3011 3014 3016 3017 3022 3023 3024
4001 4012 4017 4020
5001 5002 5006 5010
6024 6025

【参加権】
・ミュンヘングランプリ＆ワークショップ2023

中学⽣の部A ドン・キホーテより第3幕バジルのVa

審査員特別賞
中学⽣の部A ドン・キホーテより第3幕バジルの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）

【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】


