
賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 106 多⽥ 侑加 ⽩⿃の湖よりパ・ド・トロワのVa 舞花バレエスタジオ
（最優秀指導者賞）
真鍋 まゆみ

2位 103 和本 絃 眠れる森の美⼈よりフロリナ王⼥のVa アースバレエ 
（優秀指導者賞）
中村 綾

3位 107 ⼾⽥ 有紀 ⽩⿃の湖よりパ・ド・トロワ第1Va 関⼝バレエスクール
（優秀指導者賞）
関⼝ 晴⾹

4位 101 中塚 三冬 ラ・フィーユ・マル・ガルデよりリーズのVa 藤⽥⾹織バレエ教室 藤⽥ ⾹織
5位 104 武⽥ 梨楓 フェアリードールより⼈形の精のVa ⽵内みさよバレエアカデミー ⽵内 みさよ

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 223 軸丸 莉⼦ ラ・バヤデールより第2幕ガムザッティのVa Anne Ballerina
（最優秀指導者賞）
笠井 沢⼦

2位 219 ⽥⼝ 絢琶 コッペリアより第3幕スワニルダのVa 中野まりバレエスタジオ
（優秀指導者賞）
中野 まり

3位 232 秋野 藍実 海賊より花園のVa 北⼝抄⼦バレエスタジオ
（優秀指導者賞）
北⼝ 抄⼦

4位 217 向⼭ 結菜 海賊よりオダリスクのVa
バレエスタジオアンジュ
向⼭陽⼦バレエスクール

向⼭ 陽⼦

5位 233 ⼤⼭ 蓮 パキータよりVa バレエスタジオPRELUDE 舞原 聖⼦
6位 229 牧野 瑚ﾉ美 海賊よりVa Anne Ballerina 笠井 沢⼦
7位 207 吐合 くるみ ドン・キホーテより第1幕キトリのVa ヒサミ・バレエ・アート ⼤成 久美
7位 213 粉川 まこと ドン・キホーテより第3幕キトリ友⼈のVa Lien Ballet Studio 穀本 直美
8位 212 ⾚枝 恵理⾹ フェアリードールより⼈形の精のVa ⽵内みさよバレエアカデミー ⽵内 みさよ
9位 209 武藤 梨蘭 パキータより第4Va Ecole de Ballet Tio 佐藤 喜⼦
10位 215 中村 彩乃 エスメラルダよりエスメラルダのVa Anne Ballerina 笠井 沢⼦
11位 206 川端 茉依 ドン・キホーテよりキューピッドのVa 萩ゆうこバレエスタジオ 萩 ゆうこ
12位 228 ⽶地 姫希 ドン・キホーテより第2幕森の⼥王のVa 関⼝バレエスクール 関⼝ 晴⾹

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 314 穂積 優 パキータよりVa 中野由佳⼦バレエスクール
（最優秀指導者賞）
中野 由佳⼦

2位 318 ⼩阪 智依良 アレルキナーダよりVa 柴⽥バレエスタジオ
（優秀指導者賞）
中⼭ 江理奈

3位 312 ⼤林 美⽻ フェアリードールよりVa 中野由佳⼦バレエスクール 中野 由佳⼦
4位 326 廣⽥ 栞 アレルキナーダよりコロンビーヌのVa Le Violette 廣⽥ 千賀⼦
5位 325 吉村 千咲都 海賊よりグルナーラのVa 中野由佳⼦バレエスクール 中野 由佳⼦
6位 309 奥⽥ 芽⼄ アレルキナーダよりVa 萩ゆうこバレエスタジオ 萩 ゆうこ
7位 320 ⼤⻄ 恵利那 アレルキナーダよりVa Ballet studio fairy ⻄⼭ 光呼
8位 304 板倉 花歩 くるみ割り⼈形より第2幕⾦平糖の精のVa 関⼝バレエスクール 関⼝ 晴⾹
9位 305 岡垣 よりこ ⼈形の精のVa 中野由佳⼦バレエスクール 中野 由佳⼦
10位 324 ⼭城 希望叶 ラ・フィユ・マル・ガルデよりリーズのVa 関⼝バレエスクール 関⼝ 晴⾹

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 1003 秋野 藍実 アレルキナーダより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 1005 ⼤⼭ 蓮 パキータよりVa バレエスタジオPRELUDE
（優秀指導者賞）
舞原 聖⼦

3位 1004 堀川 眞央 くるみ割り⼈形より⾦平糖の精のVa 川上恵⼦バレエスクール
（優秀指導者賞）
川上 恵⼦

Victoire Ballet Competition KOBE 2021
【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 2020 ⼩阪 智依良 コッペリアより第3幕スワニルダのVa 柴⽥バレエスタジオ
（最優秀指導者賞）
中⼭ 江理奈

2位 2026 杉浦 璃⼦ ドン・キホーテよりキューピットのVa 奥野景⼦バレエスタジオ
（優秀指導者賞）
奥野 景⼦

3位 2019 ⼤⻄ 咲楽 アレルキナーダのVa 中野まりバレエスタジオ
（優秀指導者賞）
中野 まり

4位 2009 板倉 花歩 海賊より第1幕グルナーラのVa 関⼝バレエスクール 関⼝ 晴⾹
4位 2018 穂積 優 ドン・キホーテより第3幕キトリのVa 中野由佳⼦バレエスクール 中野 由佳⼦
5位 2021 ⾕川 真渉 パリの炎よりジャンヌのVa 橋本幸代バレエスクール＆Jr.co 橋本 幸代
6位 2022 藤原 陽菜 くるみ割り⼈形より⾦平糖のVa ⽵内みさよバレエアカデミー ⽵内 みさよ
7位 2023 坂本 ひなた ラ・フィユ・マル・ガルテよりリーズのVa アースバレエ 中村 綾
8位 2014 奥⽥ 芽⼄ ダイアナとアクティオンよりダイアナのVa 萩ゆうこバレエスタジオ 萩 ゆうこ
9位 2010 ⾦江 仁花 くるみ割り⼈形より⾦平糖のVa ⽯坂希恵バレエスタジオ ⽯坂 希恵
10位 2012 中川 美咲 くるみ割り⼈形より⾦平糖の精のVa プルミエールバレエスクール つかさ 瑠美
11位 2007 井⽥ さくら ドン・キホーテよりドルシネアのVa ⼤垣バレエスクール ⼩⼭ 美登利
12位 2017 ⼤林 美⽻ 海賊よりオダリスク第3Va 中野由佳⼦バレエスクール 中野 由佳⼦
13位 2030 川端 ⾥咲 ジゼルより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 5002 ⾚井 七海 エスメラルダよりエスメラルダのVa ハルアンジェバレエ
（最優秀指導者賞）
⻄⽥ 晴美

2位 5029 ⽔杉 瑚太朗 パキータよりリュシアンのVa 松本真由美バレエスクール
（優秀指導者賞）
松本 真由美

3位 5001 ⽵越 結⽣ ダイアナとアクティオンよりダイアナの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

4位 5018 坂⼝ 瑛⾹ タリスマンよりニリチのVa ⿃取シティバレエ 中川 亮
5位 5006 植⽥ ⼀楓 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
6位 5010 福井 葵 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 5020 笠井 結⾐ コッペリアより第1幕スワニルダのワルツのVa 蔵本誠⼦バレエスクール ⾕⼝ 実⾹
8位 5004 向⼭ 侑希 アレルキナーダよりVa バレエスタジオアンジュ 向⼭ 陽⼦
8位 5019 ⼭⼝ 乃⼦ コッペリアより第3幕スワニルダのVa ⿃取シティバレエ 中川 亮
9位 5011 廣⽥ 栞 アレルキナーダよりコロンビーヌのVa Le Violette 廣⽥ 千賀⼦
10位 5012 ⾕⼝ 瑠菜 パリの炎より⼥性のVa ⿃取シティバレエ 中川 亮
11位 5013 児⽟ 紗良 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
11位 5028 ⽊村 光 ⽩⿃の湖よりパ・ド・トロワの第1Va ⽵内みさよバレエアカデミー ⽵内 みさよ

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 6016 菊池 琉花 眠れる森の美⼥より第1幕オーロラ姫のVa 舞花バレエスタジオ
（最優秀指導者賞）
真鍋 まゆみ

2位 6003 古林 華 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
（優秀指導者賞）
⾕⼝ 実⾹･⼤場 知秀⼦

2位 6015 ⾦江 杏花 パキータよりエトワールのVa ⽯坂希恵バレエスタジオ
（優秀指導者賞）
⽯坂 希恵

3位 6023 冨⽥ 好花 エスメラルダ よりエスメラルダのVa シュウバレエスタジオ ⼩前 ⼤介
4位 6006 才⽥ ゆずな 海賊よりメドーラのVa ハルアンジェバレエ ⻄⽥ 晴美
5位 6012 渡邉 舞⾹ エスメラルダのVa 福⾕葉⼦バレエスタジオ 福⾕ 葉⼦
6位 6004 古林 優 ダイアナとアクティオンよりダイアナのVa 蔵本誠⼦バレエスクール ⾕⼝ 実⾹･⼤場 知秀⼦
7位 6019 渡辺 花 眠れる森の美⼥より第3幕オーロラ姫のVa ⽵内みさよバレエ・アカデミー ⽵内 みさよ
8位 6021 太⽥ 陽⼦ コッペリアより第1幕スワニルダのVa ビーインバレエ ⼄倉 和美
9位 6027 渡辺 栞 海賊よりVa ハルアンジェバレエ ⻄⽥ 晴美
9位 6028 町多 峻 ⽩⿃の湖より第3幕王⼦のVa リーズバレエ 町多 理咲⼦
10位 6024 ⾕島 想乃 海賊より第3幕⼥性のVa ⿃取シティバレエ 中川 亮

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 7004 ヘルマー ティア 眠れる森の美⼥より第1幕オーロラ姫のVa Ballet du Ciel
（最優秀指導者賞）
坂本 ⾹菜⼦

2位 7002 中井 琳⼦ ダイアナとアクティオンよりダイアナのVa 松岡えりかバレエクラス
（優秀指導者賞）
松岡 えりか

3位 7006 北⼝ 郁⼈ 海賊よりランケデムのVa 北⼝抄⼦バレエスタジオ
（優秀指導者賞）
北⼝ 抄⼦

【中学⽣の部C】

【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 8018 中野 慎之助 パキータよりリュシアンのVa 中野まりバレエスタジオ
（最優秀指導者賞）
中野 まり

2位 8016 ⼊江 遥菜 パキータよりVa 蔵本誠⼦バレエスクール
（優秀指導者賞）
⾕⼝ 実⾹

3位 8013 中川 愛⽣ パキータよりVa R-class
（優秀指導者賞）
⽯⿊ 理恵

4位 8012 ⼩⻄ 結⼦ ライモンダより第1幕ライモンダのVa れい美花Dance Studio れい 美花
5位 8004 福岡 夢叶 ラ・フィユ・マル・ガルテよりリーズのVa 法村友井バレエ学校 坂⽥ ⿇由美
6位 8002 徳増 綺華 エスメラルダよりエスメラルダのVa 蔵本誠⼦バレエスクール ⾕⼝ 実⾹

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 3001 川上 環 ライモンダより第2幕ライモンダのVa 加藤由紀⼦バレエ教室
（最優秀指導者賞）
加藤 由紀⼦

2位 3004 奥⽥ 理⼦ ワルプルギスの夜よりVa Ballet Studio Infinity 
（優秀指導者賞）
中⽥ ⼀史

3位 3003 川本 実夢 グラン・パ・クラシックより⼥性のVa 川本バレエスタジオ
（優秀指導者賞）
川本 和彦・近藤百代

4位 3011 ⽔本 千晶 パキータよりVa Mai Ballet Studio 中澤 舞
5位 3002 ⽶満 美雅 ドン・キホーテより第3幕キトリのVa バレエスタジオアンジュ 向⼭ 陽⼦
6位 3009 宮本 ⾹凜 ファラオの娘より第2幕アスピシアのVa ヒサミ・バレエ・アート ⼤成 久美
7位 3008 丸川 こころ パキータよりエトワールのVa 柴⽥バレエスタジオ 中⼭ 江理奈

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 4005 川上 環 Max Richter 加藤由紀⼦バレエ教室
（最優秀指導者賞）
加藤 由紀⼦

2位 4002 菊池 琉花 Inside 舞花バレエスタジオ
（優秀指導者賞）
真鍋 まゆみ

3位 4004 ⾒市 涼 Annoying Studio MAGGOT
（優秀指導者賞）
隨原 暢⼦

菊池 琉花 眠れる森の美⼥より第1幕オーロラ姫のVa

菊池 琉花 眠れる森の美⼥より第1幕オーロラ姫のVa

⾦江 杏花 パキータよりエトワールのVa
中野 慎之助 パキータよりリュシアンのVa

川上 環 ライモンダより第2幕ライモンダのVa

⾚井 七海 エスメラルダよりエスメラルダのVa

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2026 2030
5001 5002 5004 5006 5010 5011 5012 5013 5018 5019 5020 5028 5029
6003 6004 6006 6012 6015 6016 6019 6021 6023 6024 6027 6028
7002 7004 7006
8002 8004 8012 8013 8016 8018

【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+A142:D144

ミュンヘングランプリ ◆フルスカラシップ（200€進呈）
中学⽣の部B
⾼校⽣の部
シニアの部

スイス国⽴ チューリッヒダンスアカデミー2021（Tanz Akademie Zürich）
 ◆短期スカラシップ （WEB審査にて決定）

中学⽣の部A

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 ◆フルスカラシップ（500€進呈）
中学⽣の部B

【モダン・コンテンポラリーの部】

【⾼校⽣の部】

【シニアの部】

【特別審査員】（WEB審査）
Steffi Scherzer

（スイス国立 TANZアカデミーチューリッヒ校長）より
we would like to see (scholarships for one or two weeks) 
the following students in our school

Nanami Akai 

Best regards from Switzerland



【参加権】
・スイス国⽴チューリッヒダンスアカデミー
・ジョンクランコバレエスクール
5002 5006 5018 5029
6002 6003 6004 6015 6016 6025 6028
7004
8018

【参加権】
・ミュンヘングランプリ
3001 3002 3003 3004 3008 3009 3011
4002 4004 4005


