
賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者

1位 507 髙畠 ⽇恋 パキータよりヴェスタールカのVa バレエスタジオ コンチェルト
（最優秀指導者賞）
東野 泰⼦

2位 503 中⽥ このみ パキータよりVa BlancBalletStudio
（優秀指導者賞）
森⼝ 多絵

3位 508 ⼭⽥ 恭也 パキータよりVa R Ballet Academy
（優秀指導者賞）
村本 良⼦

4位 119 窪⽥ れいら 海賊よりオダリスクのVa KUBOTA BALLET ⾞⽥スタジオ ⾞⽥ 千穂・窪⽥ 弘樹

5位 116 ⾼⽥ 董⼦ ラ・フィーユ・マル・ガルデより第1幕リーズのVa 成瀬ひろみバレエスタジオ 成瀬 ひろみ

6位 113 川嶋 ⼗⾐奈 眠れる森の美⼥よりフロリナ王⼥のVa MIKA Ballet Conservatory ⻄尾 美⾹

7位 504 髙瀬 愛梨 ⼈形の精より⼈形の精のVa エリカバレエスタジオ 中島 エリカ

8位 506 豊⽥ 蘭 ドン・キホーテより第3幕キトリのVa L'espoir de ballet 南部 真希

9位 112 真柴 結奈 パキータより第4Va MIKA Ballet Conservatory ⻄尾 美⾹

9位 118 澤﨑 凜佳 パリの炎よりジャンヌのVa アクアバレエスクール 板垣 優美⼦

10位 110 津⽥ 碧乃 眠れる森の美⼥より第3幕フロリナ王⼥のVa MIKA Ballet Conservatory ⻄尾 美⾹

10位 114 川嶋 乃⾐奈 眠れる森の美⼥よりフロリナ王⼥のVa MIKA Ballet Conservatory ⻄尾 美⾹

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者

1位 612 中村 優⾥ ラ・フィーユ・マル・ガルデより第1幕リーズのVa ⼩原芳美バレエスタジオ
（最優秀指導者賞）
⼩原 芳美

2位 605 杉本 奈槻 ⼈形の精のVa ⼩原芳美バレエスタジオ ⼩原 芳美

3位 215 洒井 あん 卒業舞踏会よりVa ステップ・ワークスバレエ
（優秀指導者賞）
後藤 千花

4位 206 ⽵尾 ⼀華 卒業舞踏会よりVa ⽯井アカデミー・ド・バレエ ⽯井 亨

5位 602 ⻑屋 杏奈 フェアリードールより⼈形の精のVa バレエスタジオコンチェルト 東野 泰⼦

6位 217 棚橋 理華⼦ ドン・キホーテより第3幕キトリのVa STEP WORKS BALLET 後藤 千花

7位 216 植松 奈々 ラ・フィーユ・マル・ガルデよりリーズのVa 幸⽥バレエ教室 幸⽥ 空

8位 604 房野 ⼩花 パキータよりパ・ド・トロワ第1Va バレエスタジオゆるり 辻本 貴⼦

9位 201 ⻑島 桜 卒業舞踏会よりVa ⿊沢優⼦バレエスタジオ ⿊沢 優⼦

9位 218 ⻄川 ⾥胡 海賊よりオダリスク第3Va R Ballet Academy 村本 良⼦

10位 221 川添 由芽乃 コッペリア第1幕よりスワニルダのVa 宮池バレエ教室 中⻄ あやか

11位 618 鈴⽊ 暖乃 ドン・ キホーテより第2幕ドルシネア姫のVa JUNバレエ教室 奥⼭ 純

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者

1位 1005 藤⽥ 悠愛 眠れる森の美⼥より第3幕フロリナ王⼥のVa 井上智⾹⼦バレエ教室
（最優秀指導者賞）
井上 智⾹⼦

2位 1007 岡本 奈々 パキータのVa バレエ スタジオコンチェルト
（優秀指導者賞）
東野 泰⼦

3位 1002 新⽥ 紗菜 ゼンツァーノの花祭りよりローザのVa 森⾼⼦バレエ教室
（優秀指導者賞）
森 ⾼⼦・森 有菜

4位 1006 脇⽥ 紗寧 くるみ割り⼈形より⾦平糖のVa ⽯井アカデミー・ド・バレエ ⽯井 亨

4位 1010 梅本 澪 眠れる森の美⼥より第3幕フロリナのVa 松岡伶⼦バレエ団 松岡 璃映

4位 1012 ⼤澤 受莉 パキータよりパキータのVa エリカバレエスタジオ 中島 エリカ

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者

1位 2012 平野 莉⼦ アレルキナーダよりアレルキナーダのVa エリカバレエスタジオ
（最優秀指導者賞）
中島 エリカ

2位 2016 ⽥島 知夏 ドン・キホーテより第2幕ドルシネアのVa Ballet studio Arva
（優秀指導者賞）
丹⽻ ⿇理⾹

3位 2001 齋藤 ⾹実 サタネラよりVa ⿊沢優⼦バレエスタジオ
（優秀指導者賞）
⿊沢 優⼦

4位 2020 ⼭⼝ さくら フローラの⽬覚めよりフローラのVa 茉莉奈バレエスクール ⽥邉 茉莉奈

5位 2019 南 皐⽉ ドン・キホーテより第2幕キューピッドのVa バレエアンティム ⼤久保 睦⼦

6位 2021 三⾕ 凌平 パキータ よりリュシアンのVa 須⼭仁美クラシックバレエ 須⼭ 仁美

7位 2004 鈴⽊ 遥陽 パキータより第5ソリストのVa バレエスタジオコンチェルト 東野 泰⼦

8位 2013 江⼝ 紗代 眠れる森の美⼥より第1幕ローズアダージオのVa 神澤千景バレエスタジオ 神澤 千景

9位 2006 ⻄川 ⾥胡 海賊よりオダリスク第3Va R Ballet Academy 村本 良⼦

10位 2009 南川 晴 ⽩⿃の湖よりパ・ド・トロワ第1Va emu little ballet 朝井 ゆうこ

【⼩学⽣の部A】

【⼩学⽣の部B】

Victoire Ballet Competition NAGOYA2022-冬-
【バレエシューズの部A】

【バレエシューズの部B】



賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者

1位 3001 永井 咲良 ラ・エスメラルダよりVa 森⾼⼦バレエ教室
（最優秀指導者賞）
森 ⾼⼦・森 有菜

2位 3024 ⼩⽥ さくこ タリスマンよりニリチのVa 中屋利萌⼦バレエスクール
（優秀指導者賞）
中屋 利萌⼦

3位 3015 ⼤橋 佳⼦ パキータよりVa R Ballet Academy
（優秀指導者賞）
村本 良⼦

4位 3019 栢森 喜⼦ ジゼルよりジゼルのVa MIKA Ballet Conservatory ⻄尾 美⾹

5位 3018 橋元 美菜 フローラの⽬覚めよりVa ベルバレエスタジオ 波多野 渚砂

6位 3011 鄭 知惟 ドン・キホーテよりドルシネア姫のVa 中屋利萌⼦バレエスクール 中屋 利萌⼦

7位 3008 丹下 愛菜 ドン・キホーテより第3幕キトリのVa バレエスタジオコンチェルト 東野 泰⼦

7位 3020 桒島 ⽇菜⼦ フローラの⽬覚めよりオーロラのVa セントラルバレエステージ 川⻄ 真由

8位 3007 渡邉 琉捺 ナポリよりテレジナのva MIKA Ballet Conservatory ⻄尾 美⾹

9位 3006 渡邉 琉惟 眠れる森の美⼥より第3幕オーロラ姫のVa MIKA Ballet Conservatory ⻄尾 美⾹

9位 3026 宮⽥ 莉瑚 眠れる森の美⼥よりローズアダージオのVa バレエスタジオコンチェルト 東野 泰⼦

10位 3027 三⽊ 志⽉ パキータよりVa Kバレエスタジオ ⽮上 久留美

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者

1位 4027 濱中 ひかる 眠れる森の美⼥より第1幕オーロラ姫のVa Dance Space
（最優秀指導者賞）
市川 透

2位 4001 ⼭⼝ 璃桜 コッペリアより第1幕スワニルダのVa 坪⽥バレエスクール
（優秀指導者賞）
坪⽥ 律⼦

3位 4024 井下 佳⾳ グラン・パ・クラシックよりVa Dance Space 市川 透

4位 4034 ⼤森 颯汰 ラ・フィーユ・マル・ガルデよりコーラスのVa Ballet Studio Ailes 南⾕ 順⼦

5位 4005 江川 眞⼦ フローラの⽬覚めよりへーべのVa DanceSpace 市川 透

6位 4015 瀧原 ⾢玲 フローラの⽬覚めよりヘーベのVa こころバレエスタジオ 松岡 恵美

6位 4022 住⾕ 美怜 ドン・キホーテより第3幕キトリのVa 森⾼⼦バレエ教室 森 ⾼⼦・有菜

7位 4004 古川 惺菜 ドン・キホーテよりキューピットのVa ベルバレエスタジオ 波多野 渚砂

8位 4014 林 結⾐ パキータよりVa A&A Ballet (Chicago, IL) Alexei Kremnev,  Anna Reznik

9位 4020 ⿃居 怜夏 タリスマンよりVa YUSA BALLET STUDIO 加藤 ⼣沙

9位 4032 前北 菜々⼦ フローラの⽬覚めよりへーべのVa YUSA BALLET STUDIO 加藤 ⼣沙

10位 4002 柴⽥ 環 海賊よりメドーラのVa 神澤千景バレエスタジオ 神澤 千景

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者

1位 5008 酒井 胡⾳実 エスメラルダよりエスメラルダのVa 森⾼⼦バレエ教室
（最優秀指導者賞）
森 ⾼⼦・森 有菜

2位 5002 岩本 紗季 コッペリアより第1幕スワニルダのVa 松岡伶⼦バレエ団
（優秀指導者賞）
松岡 璃映

3位 5007 本⼭ 可望 ジゼルより第1幕ジゼルのVa バレエスタジオコンチェルト
（優秀指導者賞）
東野 泰⼦

4位 5003 ⽵内 那伎 ドン・キホーテより第2幕ドルシネアのVa 愛媛武市バレエスタジオ 武市 京⼦

5位 5013 井上 あるも ⽩⿃の湖より第3幕王⼦のVa Kバレエスタジオ ⽮上 久留美

6位 5005 ⼩⻄ 真悠⼦ ドン・キホーテより第3幕キトリのVa M＆A松本バレエスタジオ 齋藤 ⽇向乃

曲名 団体名 指導者

1位 6024 松浦 美命 眠れる森の美⼥より第3幕オーロラのVa 松浦かがりバレエアカデミー
（最優秀指導者賞）
松浦 かがり

2位 6028 野⼝ 周磨 ドン・キホーテより第3幕バジルのVa Kバレエスタジオ
（優秀指導者賞）
⽮上 久留美

3位 6023 河辺 留実 ライモンダ第2幕よりVa 松岡伶⼦バレエ団
（優秀指導者賞）
松岡 璃映

4位 6021 ⼤久保 ⼼愛 ファラオの娘より第2幕アスピシアのVa 森⾼⼦バレエ教室 森 ⾼⼦

5位 6012 鈴⽊ 花菜 パキータよりヴェスタールカのVa 神澤千景バレエスタジオ 神澤 千景

6位 6015 尾畠 しおり パキータよりエトワールのVa Ballet Studio Ailes 南⾕ 順⼦

7位 6008 ⿃居 ⼩雛 エスメラルダよりエスメラルダのVa ⿊沢優⼦バレエスタジオ ⿊沢 優⼦

8位 6018 井上 嵯和⼦ ファラオの娘よりアスピシアのVa 中野まりバレエスタジオ 中野 まり

9位 6002 坪⽥ 麗 コッペリアより第1幕スワニルダのVa PureHeartクラシックバレエスタジオ 佐藤 舞

10位 6030 美濃 ⼤和 ジゼルより第2幕アルブレヒトのVa Kバレエスタジオ ⽮上 久留美

11位 6019 ⽢利 果⾐良 ジゼルのVa 饗場絵美バレエスタジオ 饗場 絵美

12位 6025 ⽥⼝ 萌恵 ダイアナのVa バレエスペースS 和⽥ 紗永⼦

【中学⽣の部A】

【中学⽣の部B】

【中学⽣の部C】

【⾼校⽣の部】



賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者

1位 7007 兵藤 杏 騎兵隊の休息より⼥性のVa 松岡伶⼦バレエ団
（最優秀指導者賞）
松岡 璃映

2位 7005 ⼤⽮ ⽇和⼦ エスメラルダよりVa エリカバレエスタジオ
（優秀指導者賞）
中島エリカ

3位 7004 澤村 結愛 エスメラルダよりエスメラルダのVa 森⾼⼦バレエ教室
（優秀指導者賞）
森 ⾼⼦

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者

1位 302 三浦 ⽇菜⼦ as I am ベルバレエスタジオ
（最優秀指導者賞）
波多野 渚砂

2位 304 野上 莉彩⼦ The Shifting Moon Blanc Ballet Studio
（優秀指導者賞）
森⼝ 多絵

3位 306 林 結⾐ Calm Before the Storm A&A Ballet (Chicago, IL)
（優秀指導者賞）
Alexei Kremnev,  Braeden Barnes

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者

1位 408 井上 あるも Mur Kバレエスタジオ
（最優秀指導者賞）
⽮上 久留美

2位 411 美濃 ⼤和 Reincamation Kバレエスタジオ ⽮上 久留美

3位 410 野⼝ 周磨 SARAM Kバレエスタジオ ⽮上 久留美

4位 404 ⼟屋 華穂 Cara Kバレエスタジオ ⽮上 久留美

3001 永井 咲良

3001 永井 咲良

6008 ⿃居 ⼩雛
6012 鈴⽊ 花菜
6015 尾畠 しおり
6021 ⼤久保 ⼼愛
6028 野⼝ 周磨
6030 美濃 ⼤和

ンテンポラリー・ジュニアの

コンテンポラリー・シニアの部

⾼校⽣の部 パキータよりヴェスタールカのVa

審査員特別賞
中学⽣の部A ラ・エスメラルダよりVa

ミュンヘングランプリ＆ワークショップ ◆スカラシップ（500€進呈）
中学⽣の部A ラ・エスメラルダよりVa

ミュンヘングランプリ＆ワークショップ ◆ハーフスカラシップ
⾼校⽣の部 エスメラルダよりエスメラルダのVa

【シニアの部】

⾼校⽣の部 パキータよりエトワールのVa
⾼校⽣の部 ファラオの娘より第2幕アスピシアのVa
⾼校⽣の部 ドン・キホーテより第3幕バジルのVa
⾼校⽣の部 ジゼルより第2幕アルブレヒトのVa



【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
・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

2001 2004 2006 2009 2012 2013 2016 2019 2020 2021
3001 3006 3007 3008 3011 3015 3018 3019 3020 3024 3026 3027
4001 4002 4004 4005 4014 4015 4020 4022 4024 4027 4032 4034
5002 5003 5005 5007 5008 5013

【参加権】
・ウィーン国⽴歌劇場バレエスクール 2023

【参加権】
・ドイツ国⽴アウグスブルクバレエ団 2023
・ミュンヘングランプリ＆ワークショップ 2023
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【参加権】
・［WZP］スイス国⽴ チューリッヒ ダンスアカデミー 2023
・［WZP］ドレスデン パルッカ ダンス⼤学 2023
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【参加権】
・ミュンヘングランプリ＆ワークショップ
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