
賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 108 佐藤 輝琉 パリの炎よりVa Anne Ballerina
（最優秀指導者賞）
笠井 沢⼦

2位 102 野⽥ 安⾥ 眠れる森の美⼥よりフロリナ⼥王のva バレエ オブ アメリカ
（優秀指導者賞）
⼭⽥ 仁美

2位 105 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 104 馮 玥昀 フェアリードールよりVa ヒトミバレエスクール
（優秀指導者賞）
三好 妃登美

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 1020 若菜 姫織 くるみ割り⼈形より⾦平糖の精のVa れい美花DanceStudio
（最優秀指導者賞）
れい 美花

2位 1022 伊藤 杏 パキータよりVa Anne Ballerina
（優秀指導者賞）
笠井 沢⼦

2位 1031 ⼭下 結⾐ ラ・フィーユ・マル・ガルデよりVa ワクイバレエスクール
（優秀指導者賞）
脇坂 凪

3位 1038 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
（優秀指導者賞）
真忠 久美⼦

4位 1019 野波 桃李 ラ・フィーユ・マル・ガルデよりリーズのVa 真忠久美⼦バレエスタジオ 真忠 久美⼦

5位 1029 ⽻場 悠莉 アレルキナーダのVa AR ballet school 藤本 智奈美

6位 1030 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 萩 ゆうこ

7位 1004 松本 悠那 くるみ割り⼈形より⾦平糖の精のVa バレエ オブ アメリカ ⼭⽥ 仁美

8位 1010 岡村 千愛希 ⼈形の精よりVa シェイラバレエスクール リマ シェイラ・ 中林 絵⾥⾹

9位 1028 ⼩川 凜 アルレキナーダよりコロンビーヌのVa Anne Ballerina 笠井 沢⼦

10位 1011 松原 和奏 眠れる森の美⼥よりフロリナ王⼥のVa Mayuko Beautiful Ballet ⾼野 真由⼦

10位 1039 齋藤 澄怜 アレルキナーダより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 7025 若狭 アンリ タリスマンよりニリチの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 7022 ⼤林 美⽻ アレルキナーダよりVa 中野由佳⼦バレエスクール
（優秀指導者賞）
中野 由佳⼦

3位 7024 ⼤⻄ 恵利那 フローラの⽬覚めよりVa Ballet studio fairy
（優秀指導者賞）
⻄⼭ 光呼

4位 7021 増野 莉愛 フローラの⽬覚めよりVa Anne-Grace.Ballet Studio 増野 佳恋

5位 7003 栗⼭ 凜⼦ ラ・フィーユ・マルガルデよりリーズのVa 奥野景⼦バレエスタジオ 奥野 景⼦

5位 7005 森本 亜伽⾳ 海賊よりオダリスクのVa Y Ballet des Anges 安富 洋⼦

5位 7017 原⽥ 桜⼦ ドン・キホーテより第3幕キトリのVa 萩ゆうこバレエスタジオ 萩 ゆうこ

6位 7018 ⼤⽯ 紗楽 アレルキナーダよりVa Mai Ballet Studio 中澤 舞

7位 7012 上村 紋⼼彩 ⼈形の精よりVa A.U Ballet 植⽥ 明美

8位 7001 井幡 理那 ⽩⿃の湖より第1幕パ・ド・トロワ第1のVa ⽔野弘⼦バレエ学園 ⽔野 永⼦・株⽥ 佳⾹

9位 7009 松⽊ ひま璃 パキータよりVa 中野由佳⼦バレエスクール 中野 由佳⼦

10位 7023 合⽥ 愛咲 くるみ割り⼈形より⾦平糖の精のVa Slance Open Ballet Studio 壷⼭ 千種

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 2025 太⽥ 颯良 フローラの⽬覚めよりオーロラのVa Ballet studio Concerto
（最優秀指導者賞）
東野 泰⼦

2位 2018 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
（優秀指導者賞）
⼭⽥ 仁美

3位 2024 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
（優秀指導者賞）
⾼須 佑治

4位 2019 武本 蒼依 ラ・フィーユ・マル・ガルデより第1幕リーズのVa clair de Ballet 布施 洋⼦

5位 2012 森本 亜伽⾳ 海賊よりオダリスクのVa Y Ballet des Anges 安富 洋⼦

6位 2022 ⼩原 和 ドン・キホーテよりドルシネアのVa シェイラバレエスクール リマ シェイラ・ 中林 絵⾥⾹

7位 2002 伊藤 杏 眠れる森の美⼥より第3幕フロリナ王⼥のVa Anne Ballerina 笠井 沢⼦

8位 2013 ⽥村 ⼼乃 パキータよりVa スコレーバレエアート 末松 かよ

9位 2004 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 萩 ゆうこ

10位 2028 松⽥ 樹⾳ サタネラよりVa 萩ゆうこバレエスタジオ 萩 ゆうこ

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

【バレエシューズの部B】

【バレエシューズの部C】

【⼩学⽣の部A】



賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 3015 妻⿅ 桃佳 海賊より第3幕ギュリナーラのVa ワクイバレエスクール
（最優秀指導者賞）
脇坂 凪

2位 3011 清⽔ ことり 眠りの森の美⼥よりローズアダージオのVa CO.,COエレガンス⻑⾕川千洋バレエスクール
（優秀指導者賞）
⻑⾕川 千洋

3位 3029 宮⽥ 莉瑚 眠れる森の美⼥より第3幕フロリナ王⼥の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 3030 道岡 沙良 ドン・キホーテより第2幕ドルシネアのVa オデットバレエスタジオ 岡本 望

5位 3016 倉⽥ 知⾥ タリスマンよりVa スコレーバレエアート 末松 かよ

6位 3006 藤本 純樺 ラ・フィーユ・マル・ガルデよりリーズのVa オデットバレエスタジオ 岡本 望

6位 3007 橋本 実佳 パキータより第4Va Y Ballet des Anges 安富 洋⼦

7位 3024 ⽯渡 ⾳⽻ ドン・キホーテよりキューピットのva バレエ オブ アメリカ ⼭⽥ 仁美

8位 3010 巽 彩乃 ラ・フィーユ・マル・ガルデよりリーズのVa ⽯井アカデミー・ド・バレエ ⽯井 千春

9位 3001 杉原 美堵 眠れる森の美⼥よりフロリナ王⼥のva バレエ オブ アメリカ ⼭⽥ 仁美

10位 3004 中村 莉⾳海 エスメラルダよりエスメラルダのVa 真忠久美⼦バレエスタジオ 真忠 久美⼦

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 4022 伊藤 ⾥紗 騎兵隊の休息よりVa Ecole de  Ballet MU
（最優秀指導者賞）
植村 ⿇⾐⼦

2位 4011 井⽥ 杏⾳來 ドン・キホーテより第2幕ドルシネアのVa スコレーバレエアート
（優秀指導者賞）
末松 かよ

3位 4006 ⼤林 美⽻ 卒業舞踏会より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 4019 住⾕ 美怜 パキータよりVa 森⾼⼦バレエ教室 森 ⾼⼦・森 有菜

5位 4021 中⻄ うるる 眠れる森の美⼥より第1幕ローズアダージオのVa バレエ オブ アメリカ ⼭⽥ 仁美

6位 4013 ⼤⻄ 恵利那 ドン・キホーテより第2幕ドルシネアのVa Ballet Studio fairy ⻄⼭ 光呼

7位 4026 上藤 結⾹ コッペリアより第1幕スワニルダVa 法村友井バレエ学校 坂⽥ ⿇由美

8位 4024 今⻄ 胡桃 パリの炎よりジャンヌのVa バレエスタジオミーシャ 脇塚 ⼒

9位 4014 ⽥村 ⼼優 パキータよりVa スコレーバレエアート 末松 かよ

10位 4029 神⾥ 宙寿 サタネラより男性のVa バレエスタジオゆるり 辻本 貴⼦

11位 4016 樋上 菫 パキータよりVa バレエスタジオPRELUDE 舞原 聖⼦

11位 4017 川端 ⾥咲 パキータよりソリストのVa 萩ゆうこバレエスタジオ 萩 ゆうこ

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 5015 ⽚岡 優杏 ⽩⿃の湖より第3幕⿊⿃のVa 森⾼⼦バレエ教室
（最優秀指導者賞）
森 ⾼⼦・森 有菜

2位 5029 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
（優秀指導者賞）
⾼須 佑治

3位 5012 酒井 胡⾳実 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

4位 5010 本⼭ 可望 眠れる森の美⼥より第1幕ローズアダージオのVa ballet studio concerto 東野 泰⼦

5位 5022 ⽮次 真央 フローラの⽬覚めよりVa バレエ オブ アメリカ ⼭⽥ 仁美

6位 5023 萩原 優歌 眠れる森の美⼥より第2幕ローズアダジオのVa Marikoバレエスタジオ 川東 まりこ

7位 5001 藤⽥ 結奈 ドン・キホーテより第2幕ドルシネア姫のVa ルシアバレエスクール ⾼須 佑治

8位 5006 古賀 橙⼦ サタネラのVa オデットバレエスタジオ 岡本 望

9位 5011 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 川上 恵⼦

10位 5025 宮本 舞流 ワルプルギスの夜よりVa Art of Russian Ballet ⼋尾 沙耶⾹

11位 5009 萩原 結⾐ 海賊よりメドーラのVa プリンセスバレエアカデミー ⼭道 理恵

12位 5028 前⽥ 優萌 ドン・キホーテよりキトリのVa ⽴脇千賀⼦バレエ研究所 吉岡 かやの

13位 5020 兼本 姫奈奏 ドン・キホーテよりドルシネアのVa ⾕東李加バレエ研究所 ⾕東 李加

14位 5016 徳⽑ 環奈 タリスマンよりVa はなやまバレエスクール 花⼭ 知栄⼦

15位 5013 ⼩林 華蓮 タリスマンよりVa 宮崎バレエスタジオ 宮崎 章夫・宮崎公恵

15位 5021 森⽥ 琉華 ドン・キホーテより第2幕ドルシネアのVa スコレーバレエアート 末松 かよ

15位 5024 掛下 永真 パキータよりエトワールのVa Kamijo Ballet 濱⼝ 愛

16位 5018 ⼭本 美弥 ダイアナとアクティオンよりダイアナのVa バレエ オブ アメリカ ⼭⽥ 仁美

【⼩学⽣の部B】

【中学⽣の部A】

【中学⽣の部B】



賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 6023 マイヤー 敬洋ハリー ジゼルより第2幕アルブレヒトのVa バレエスタジオアムール
（最優秀指導者賞）
⻑⾕川 愛

2位 6007 温⽔ ⼼咲 タリスマンよりVa 川⼝節⼦バレエ団
（優秀指導者賞）
松村 ⼀葉

3位 6022 佐藤 ⽣織 エスメラルダよりVa Y Ballet des Anges
（優秀指導者賞）
安富 洋⼦

4位 6017 藤⽥ 真⽻ カルメンのVa 真忠久美⼦バレエスタジオ 真忠 久美⼦

5位 6006 篠原 綾 フローラの⽬覚めよりフローラのVa Aki Ballet School 髙⽥ 亜紀

6位 6019 宮前 真理 エスメラルダのVa エトワールバレエスクール ⼤出 唯

7位 6016 中間 遥 アレルキナーダよりVa シェリバレエスクール 春⽥ 琴栄

8位 6004 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

8位 6011 福⽥ 未空 フローラの⽬覚めよりVa 福⾕葉⼦バレエスタジオ 福⾕ 葉⼦

8位 6015 川嶌 咲智⼦ パキータよりエトワールのVa はなやまバレエスクール 花⼭ 知栄⼦

9位 6002 中野 帆乃⾹ ドン・キホーテより第2幕ドルシネアのVa 佐藤ユリバレエスクール 佐藤 友⾥

10位 6013 冨家 妃央 タリスマンよりVa シェリバレエスクール 春⽥ 琴栄

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 407 酒井 結⾐ コッペリアより第1幕スワニルダのVa バレエスタジオミール
（最優秀指導者賞）
⽯堂 雅⼦

2位 401 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 417 中川 ⻘ ディアナとアクティオンよりアクティオンのVa 安⽥尚⼦バレエアカデミー
（優秀指導者賞）
安⽥ 尚⼦

4位 404 梅⼭ ななみ ドン・キホーテより第3幕キトリのVa ⽥中規⼦バレエアカデミー ⽥中 規⼦

5位 414 岡⽥ 雅 サタネラよりVa 望⽉則彦バレエスタジオ 瀬⼾崎 りつ⼦

5位 415 秋内 優花 エスメラルダよりVa 佐々⽊美智⼦バレエスタジオ 杉原 ⼩⿇⾥

6位 402 川原 愛菜 パキータよりVa 森⾼⼦バレエ教室 森 ⾼⼦・森 有菜

7位 416 ⽥頭 果枝 海賊よりVa 松岡伶⼦バレエ団 松岡 璃映

8位 406 北⾕ 奈菜未 パキータよりエトワールのVa バレエ・エトワール 清⽥ 公美

9位 411 髙嶋 奏美 ⽩⿃の湖より第3幕オディールのVa CO.,COエレガンス⻑⾕川千洋バレエスクール ⻑⾕川 千洋

10位 410 ⼭﨑 美旺 ドン・キホーテより第2幕森の⼥王のVa 松本真由美バレエスクール 松本 真由美

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 206 不破 有彩 杜に湧く⽔ ⽔野聖⼦DANCING KIDS STUDIO
（最優秀指導者賞）
⽔野 聖⼦・⽔野 多⿇紀

2位 202 伊藤 ⾥紗 near right Ecole de Ballet MU
（優秀指導者賞）
⼤嶋 正樹

3位 203 ⼭本 美弥 Unfazed バレエ オブ アメリカ
（優秀指導者賞）
⼭⽥ 仁美

3位 205 ⽮次 真央 Talk to her 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 303 井上 萌美 漆⿊の杜に棲む ⽔野聖⼦DANCING KIDS STUDIO
（最優秀指導者賞）
⽔野 聖⼦

2位 306 平野 江莉花 Voix ⽥中バレエアート
（優秀指導者賞）
⽞ 玲奈

3位 305 河内 美裕 Prelude 鮫島バレエスクール
（優秀指導者賞）
鮫島 洋⼦

⽚岡 優杏 ⽩⿃の湖より第3幕⿊⿃のVa

伊藤 ⾥紗 騎兵隊の休息より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A

【モダン・コンテンポラリー・ジュニアの部】

【モダン・コンテンポラリー・シニアの部】

【⾼校⽣の部】

【シニアの部】



【参加権】
・ミュンヘンサマーワークショップ

6002 6004 6006 6007 6011 6013 6015 6016 6017 6019 6022 6023

3001 3004 3006 3007 3010 3011 3015 3016 3024 3029 3030
4006 4011 4013 4014 4016 4017 4019 4021 4022 4024 4026 4029
5001 5006 5009 5010 5011 5012 5013 5015 5016 5018 5020 5021 5022 5023 5024
5025 5028 5029

【参加権】
・スイス国⽴チューリッヒダンスアカデミー

4013 4022
5001 5006 5011 5015 5022

【参加権】
・ミュンヘングランプリ

6002 6004 6006 6007 6011 6013 6015 6016 6017 6019 6022 6023
401 404 407 414 415 417
206

【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


