
賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者

1位 113 和本 絃 パキータよりVa アースバレエ   
（最優秀指導者賞）
中村 綾

2位 108 濱⼝ 愛梨 眠れる森の美⼥よりフロリナ王⼥のVa ひろせバレエ
（優秀指導者賞）
広瀬 貴⼦

3位 105 髙橋 星良 卒業記念舞踏会よりVa Stella Ballet School
（優秀指導者賞）
髙橋 舞

4位 106 福原 菜央 フェアリードールより⼈形の精のVa 中川バレエ 福原 さやか

4位 111 奥⼭ 美瑠 パキータよりVa 橘るみバレエスクール 橘 るみ

5位 107 井上 ⾹凛 ラ・フィーユ・マル・ガルデよりリーズのVa ⽯坂希恵バレエスタジオ ⽯坂 希恵

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者

1位 218 松村 侑奈 アレルキナーダよりVa MIOバレエスクール
（最優秀指導者賞）
原⽥ 美緒

2位 207 篠原 咲那 フェアリードールよりVa 舞花バレエスタジオ
（優秀指導者賞）
真鍋 まゆみ

3位 217 野村 菜々 コッペリアよりスワニルダのVa 法村友井バレエ学校
（優秀指導者賞）
坂⽥ ⿇由美

4位 237 尾崎 友梨 眠れる森の美⼥よりフロリナ王⼥Va 舞花バレエスタジオ 真鍋 まゆみ

5位 238 伊藤 ⽇向 ドン・キホーテよりキューピッドのVa 関⼝バレエスクール 関⼝ 晴⾹

6位 232 氷⾒ ⽇向詩 くるみ割り⼈形より第2幕⾦平糖のVa 蔵本誠⼦バレエスクール ⾕⼝ 実⾹、⼤場知秀⼦

7位 239 伊東 茉莉 海賊よりオダリスク第3Va バレエスタジオアッサンブレ ⼭⾕ 浩⼦

8位 225 ⼤井 祐奈 コッペリアより第1幕スワニルダのVa ひろせバレエ 広瀬 貴⼦

9位 221 濱⼝ 優芽 海賊より第1幕オダリスクの第3Va ひろせバレエ 広瀬 貴⼦

10位 222 太⽥ 有美 ラ・バヤデールより影の第3Va MIOバレエスクール 原⽥ 美緒

10位 223 酒井 千代 眠れる森の美⼥より第3幕フロリナのVa ⾕本バレエスタジオ 野崎 明⽇⾹

10位 234 藤井 萌乃⽇ フェアリードールより第2幕⼈形の精のVa ⽵内みさよバレエアカデミー 渡辺 ⽂

11位 213 ⼩島 奈菜 ⽩⿃の湖より第1幕パ・ド・トロワ第1Va MIO バレエスクール 原⽥ 美緒

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者

1位 1004 野村 菜々 パキータよりVa 法村友井バレエ学校
（最優秀指導者賞）
坂⽥ ⿇由美

2位 1015 北道 天彦 パキータより男性のVa ⿃取シティバレエ
（優秀指導者賞）
中川 亮

3位 1009 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

4位 1017 ⾚井 航太 アルレキナーダよりアルレキナーダのVa A BALLET STUDIO 中⼿ 綾乃

5位 1016 松⽥ 樹⾳ ⽩⿃の湖より王⼦のVa 萩ゆうこバレエスタジオ 萩 ゆうこ

6位 1006 ⼭⽥ 凜菜 ドン・キホーテより第2幕キューピッドのVa K&Kei Ballet Art. ⽚⼭ 景

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者

1位 2012 秋野 藍実 コッペリアより第1幕スワニルダのワルツのVa 北⼝抄⼦バレエスタジオ
（最優秀指導者賞）
北⼝ 抄⼦

2位 2016 原⽥ 駿太朗 ドン・キホーテよりバジルのVa MIOバレエスクール
（優秀指導者賞）
原⽥ 美緒

3位 2011 ⽶地 姫希 ドン・キホーテよりキューピッドのVa 関⼝バレエスクール
（優秀指導者賞）
関⼝ 晴⾹

4位 2001 ⾚枝 恵理⾹ ドン・キホーテよりキューピッドのVa ⽵内みさよバレエアカデミー 渡辺 ⽂

5位 2014 秋⼭ 華 海賊より第1幕オダリスクのVa ⽵内みさよバレエアカデミー 渡辺 ⽂

6位 2004 髙⽊ 仁⼦ ライモンダより第1幕ライモンダのVa ⿃取シティバレエ 中川 亮

Victoire Ballet Competition KOBE2023
【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

1位 3020 ⼭下 彩⾹ 海賊より第2幕メドーラのVa ⿃取シティバレエ
（最優秀指導者賞）
中川 亮

2位 3009 川本 叶絵 ⽩⿃の湖より第1幕パ・ド・トロワ第3Va ひろせバレエ
（優秀指導者賞）
広瀬 貴⼦

3位 3005 森 美麗 エスメラルダよりVa 佐々⽊美智⼦バレエスタジオ
（優秀指導者賞）
杉原 ⼩⿇⾥

4位 3017 板倉 花歩 グルナーラのVa 関⼝バレエスクール 関⼝ 晴⾹

5位 3006 藤岡 優⼼ タリスマンよりVa ASA STUDIO 浅井 安紗・⽥頭 綾⼥

6位 3011 ⽥中 美⽣ ラ・フィーユ・マル・ガルデよりリーズのVa R.NBallet ⾦⼭ 良佳

7位 3015 後藤 夏⽻ パキータよりVa 蔵本誠⼦バレエスクール ⾕⼝ 実⾹

8位 3013 藤本 宥奈 コッペリアより第1幕スワニルダのVa ひろせバレエ 広瀬 貴⼦

9位 3016 原⽥ 桜⼦ ライモンダより幻想のVa 萩ゆうこバレエスタジオ 萩 ゆうこ

10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

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者

1位 4016 桑⼭ 瑠々 ジゼル第1幕よりVa Ballet Class Deco
（最優秀指導者賞）
塩⾕ 奈⼸

2位 4014 定井 夏 ダイアナとアクティオンよりダイアナのVa YOKOクリエイティブバレエ
（優秀指導者賞）
吉⽥ 洋⼦

3位 4021 森⼭ 沙也花 エスメラルダよりVa Mai Ballet Studio
（優秀指導者賞）
中澤 舞

4位 4020 龚 千容 エスメラルダのVa ⽥中バレエ.アート ⽥中 俊⾏

5位 4011 夏⽊ 杏凪 ライモンダよりVa 舞花バレエスタジオ 真鍋 まゆみ

6位 4013 前迫 咲良 眠れる森の美⼥より第1幕オーロラ姫のVa ballet  studio  colors 新納 美加

7位 4012 村林 美咲 海賊より第3幕ギュリナーラのVa まゆらバレエスタジオ 三澤 まゆら

8位 4010 川端 ⾥咲 海賊よりメドーラのVa 萩ゆうこバレエスタジオ 萩 ゆうこ

9位 4018 上藤 結⾹ エスメラルダよりエスメラルダのVa 法村友井バレエ学校 坂⽥ ⿇由美

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者

1位 5008 宮﨑 圭介 ⽩⿃の湖より第3幕ジークフリート王⼦のVa ワクイバレエスクール
（最優秀指導者賞）
脇坂 凪

2位 5001 ⽵越 結⽣ ジゼルより第1幕ジゼルのVa 蔵本誠⼦バレエスクール
（優秀指導者賞）
⾕⼝ 実⾹・⼤場 知秀⼦

3位 5002 ⾚井 七海 パキータよりエトワールのVa A BALLET STUDIO
（優秀指導者賞）
中⼿ 綾乃

4位 5005 上⻄ 妃莉 第1幕第2場ライモンダのVa 江川バレエスクール 宮﨑 樹湖

曲名 団体名 指導者

1位 6005 古林 華 パキータよりVa 蔵本誠⼦バレエスクール
（最優秀指導者賞）
⾕⼝ 実⾹、⼤場知秀⼦

2位 6006 ⽊村 彩⾳ パキータよりエトワールのVa 蔵本誠⼦バレエスクール ⾕⼝ 実⾹・⼤場 知秀⼦

3位 6004 古林 優 パキータよりVa 蔵本誠⼦バレエスクール ⾕⼝ 実⾹、⼤場知秀⼦

4位 6001 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 中川 亮

5位 6008 濱⽥ 那奈 海賊よりメドーラのVa K&Kei Ballet Art. ⽚⼭ 景

5位 6010 藤原 咲花 ジゼルよりジゼルのVa ⽵内みさよバレエアカデミー 渡辺 ⽂

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者

1位 該当者なし

2位 該当者なし

3位 7003 上續 あかり パキータよりエトワールのVa Ballet Studio Highlily
（優秀指導者賞）
奥村 ひろみ

【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

1位 8009 川⽥ ⼄葉 Adios YOKOクリエイティブバレエ
（最優秀指導者賞）
岸⽥ あずさ

2位 8003 秋野 藍実 Fang 北⼝抄⼦バレエスタジオ
（優秀指導者賞）
北⼝ 抄⼦

3位 8007 ⼟⽣ 栞奈 祈りの声 今岡頌⼦・加藤きよ⼦ダンススペース
（優秀指導者賞）
加藤 きよ⼦・嵯峨根 結実

4位 8002 橋本 愛菜 眠りの前に… バレエアカデミー・スタジオエトワール ⼭⼝ 梨奈・⼤嶋 正樹

5008 宮﨑圭介

5008 宮﨑圭介

8008 川端⾥咲
8009 川⽥⼄葉

【参加権】
・ウィーン国⽴歌劇場バレエスクール 2023

2003 2011 2012
3005 3006 3009 3011 3013 3020
4011 4013 4016 4020
5001 5002 5005 5007 5008
6001 6004 6005

【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

2003 2011 2012
3009 3011 3013 3020
4011 4013 4016 4020
5001 5002 5008
6004 6005

【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 2011 2012 2014 2016
3002 3005 3006 3009 3011 3013 3015 3016 3017 3020
4010 4011 4012 4013 4014 4016 4018 4020 4021
5001 5002 5005 5008

コンテンポラリーの部 Adios

中学⽣の部C ⽩⿃の湖より第3幕ジークフリート王⼦の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
コンテンポラリーの部 plonger

【モダン・コンテンポラリーの部】

審査員特別賞
中学⽣の部C ⽩⿃の湖より第3幕ジークフリート王⼦の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）



6001 6004 6005 6006 6008 6010
7003

【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

8008 8009

【参加権】
・ミュンヘングランプリ＆ワークショップ


