
賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 104 ⾼瀬 愛梨 フェアリードールより第2幕⼈形の精の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 103 中 いち凪 パリの炎よりVa ベルバレエスタジオ
（優秀指導者賞）
波多野 渚砂

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 219 三輪 朔⼠ ⽩⿃の湖よりジークフリートの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 206 梅原 陽葵 パキータよりVa Ray Ballet School
（優秀指導者賞）
⽔野 伶美

3位 212 ⽵尾 ⼀華 ドン・キホーテよりドルシネアのVa ⽯井アカデミー・ド・バレエ
（優秀指導者賞）
⽯井 亨

3位 217 鈴⽊ 瑚夏 眠れる森の美⼥よりフロリナ王⼥のVa Ray Ballet School ⽔野 伶美

4位 204 ⼭本 沙季 パリの炎よりジャンヌのVa Ray Ballet School ⽔野 伶美

4位 205 ビッケル 如万那 眠れる森の美⼥より第3幕リラの精のVa Ray Ballet School ⽔野 伶美

5位 202 髙畠 ⽇恋 パリの炎よりジャンヌのVa バレエスタジオ コンチェルト 東野 泰⼦

6位 218 屋敷 華⾥ パリの炎よりジャンヌのVa 古⽥正⼦バレエ教室 古⽥ 正⼦

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 308 脇⽥ 紗寧 コッペリアより第1幕スワニルダのVa ⽯井アカデミー・ド・バレエ
（最優秀指導者賞）
⽯井 亨

2位 319 南川 晴 ⽩⿃の湖よりパ・ド・トロワ第1Va emu little ballet
（優秀指導者賞）
朝井 ゆうこ

3位 310 村⽥ 陽菜乃 アレルキナーダよりコロンビーヌの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 309 ⾼⽻ くらら ライモンダより第1幕ライモンダのVa 岡⽥純奈バレエ団 岡⽥ 純奈

5位 317 ⾦⽥ 乃咲 パキータより第4Va 坂⽥バレエ教室 坂⽥ 由⾹⾥

6位 304 ⻫藤 潤 卒業舞踏会よりVa emu little ballet 朝井 ゆうこ

7位 322 下⽥ 美⽻ 海賊よりオダリスクのVa Ray Ballet School ⽔野 伶美

8位 316 森⽥ 珠央  コッペリアより第1幕スワニルダのVa AKバレエスクール 笠野 綾⼦・笠野 仁美

9位 302 久野 紅花 卒業舞踏会よりVa エリカバレエスタジオ 中島 エリカ

9位 314 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

10位 305 ⽊全 美稀 ドン・キホーテよりキューピッドのVa こころバレエスタジオ 松岡 恵美・天野 友望

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 1006 中村 ⽃哉 パキータよりVa L'espoir de ballet
（最優秀指導者賞）
南部 真希

2位 1002 岡本 奈々 ⽩⿃の湖よりパ・ド・トロワ第1Va 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 1005 ⾼椿 ひまり コッペリアより第3幕スワニルダのVa 松本彩バレエスタジオ
（優秀指導者賞）
松本 彩

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 2009 前原 ⾥帆 ライモンダより第1幕ライモンダのVa Ecole de Ballet MU
（最優秀指導者賞）
植村 ⿇⾐⼦

2位 2010 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
（優秀指導者賞）
中島 エリカ

3位 2014 ⻄澤 未梨亜 アレルキナーダよりVa Natsumi Ballet Academy
（優秀指導者賞）
⻄澤 奈津美

4位 2012 吉⽥ 莉那 フェアリードールよりVa L'espoir de ballet 南部 真希

5位 2001 鈴⽊ 遥陽 ⽩⿃の湖より パ・ド・トロワ第3Va バレエスタジオコンチェルト 東野 泰⼦

6位 2016 中村 華⼦ ジゼルよりペザントのVa ⽵内外恵バレエ教室 ⽵内 外恵

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 3018 三品 凜佳 フェアリードールより⼈形の精のVa Ballet intime
（最優秀指導者賞）
⼤久保 睦⼦

2位 3001 堀部 怜名 パキータよりVa Ecole de Ballet MU
（優秀指導者賞）
植村 ⿇⾐⼦

3位 3013 笠原 佳恋 騎兵隊の休息よりVa クレール・バレエスタジオ
（優秀指導者賞）
髙村 裕江・吉⽥ 早希

4位 3009 北川 雅 ⼈形の精よりフェアリードールのVa アートバレエ ⼩野 由加利

5位 3017 栢森 喜⼦ ジゼルよりVa Ecole de Ballet MU 植村 ⿇⾐⼦

5位 3019 中⼭ 若菜 サタネラよりサタネラのVa バレエスタジオ ラ・フェ 澤⽥ ⾹織

6位 3020 宮⽥ 莉瑚 フローラの⽬覚めよりヘーベのVa バレエスタジオコンチェルト 東野 泰⼦

Victoire Ballet Competition NAGOYA 2022-夏-
【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】

【中学⽣の部A】

【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 4027 岡 莉々⼦ ドン・キホーテよりドルシネア姫のVa Centre de Danse de Ogaki
（最優秀指導者賞）
鈴⽊ 雅⼦

2位 4029 川名 佐保 ラ・フィーユ・マル・ガルデよりリーズのVa BALLET・LE・COEUR
（優秀指導者賞）
中平 絢⼦・賀川 暢

3位 4035 前北 菜々⼦ コッペリアより第1幕スワニルダのVa YUSA BALLET STUDIO
（優秀指導者賞）
加藤 ⼣沙

4位 4031 池⽥ ⼼⾳ アレルキナーダのVa クレール・バレエスタジオ 髙村 裕江・吉⽥ 早希

5位 4015 杉⼭ 凜果 エスメラルダよりエスメラルダのVa アートバレエ ⼩野 由加利

6位 4017 ⿃居 怜夏 タリスマンよりVa YUSA BALLET STUDIO 加藤 ⼣沙

7位 4007 札場 萌恵 アレルキナーダよりVa Dance Factory 早川  玲美

7位 4021 井下 佳⾳ エスメラルダよりダイアナのVa Dance Space 市川 透

8位 4014 梅⽥ 侑奈 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

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 5008 岩本 真利亜 コッペリアより第3幕スワニルダのVa 越智ゆう⼦バレエスタジオ
（最優秀指導者賞）
越智 ゆう⼦

2位 5016 ⼭本 美弥 ライモンダより第1幕夢の場のVa フリー

3位 5005 尾崎 紗菜 タリスマンよりニリチのVa こころバレエスタジオ
（優秀指導者賞）
松岡 恵美・天野 友望

4位 5011 三浦 直⽣ ⽩⿃の湖より第1幕パ・ド・トロワ第3Va バレエスタジオコンチェルト 東野 泰⼦

5位 5017 早川 ⽉華 海賊より第3幕メドーラのVa NORIKO BALLET STUDIO ⼩川 典⼦

6位 5004 岡本 睦未 くるみ割り⼈形より⾦平糖のVa NORIKO BALLET STUDIO ⼩川 典⼦

6位 5018 國廣 彩乃 タリスマンよりニリチのVa バレエスタジオコンチェルト 東野 泰⼦

7位 5015 森 美咲 フローラの⽬覚めよりへーべのVa 茉莉奈バレエスクール ⽥邉 茉莉奈

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 6001 熊⾕ 悠 ライモンダより第1幕ライモンダの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 6006 ⽥中 舞 コッペリアより第1幕スワニルダのVa 茉莉奈バレエスクール
（優秀指導者賞）
⽥邉 茉莉奈

3位 6013 ⾨井 ⾹澄 ジゼルよりジゼルのVa バレエスタジオコンチェルト 東野 泰⼦

4位 6011 ⽢利 果⾐良 ジゼルよりVa 饗場絵美バレエスタジオ 饗場 絵美

5位 6015 宮﨑 柚 パキータよりトリリビのVa mami ballet class 廣瀬 まみ

6位 6002 才⽥ ゆずな ドン・キホーテよりドルシネアのVa ハルアンジェバレエ ⻄⽥ 晴美

6位 6003 喜寅 裕奈 ドン・キホーテより第2幕ドルシネア姫のVa 越智ゆう⼦バレエスタジオ 越智 ゆう⼦

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 7001 梶川 陽菜 ライモンダより第1幕ライモンダの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 7003 藤⽥ 亜海 海賊よりグリナーラのVa 宮池バレエ教室
（優秀指導者賞）
中⻄ あやか

3位 7002 鈴⽊ 瑠那 海賊より第3幕メドーラのVa 巻バレエスタジオEmia
（優秀指導者賞）
⻘⽊ 枝美

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 404 池⽥ ⼼⾳ Place I Belong クレール・バレエスタジオ
（最優秀指導者賞）
髙村 裕江・吉⽥ 早希

2位 407 ⾦澤 花宝 Pale Green Ghosts 京都コンテンポラリーバレエオープンクラス
（優秀指導者賞）
吉本 渚

【シニアの部】

【モダン・コンテンポラリーの部】

【⾼校⽣の部】

【中学⽣の部B】

【中学⽣の部C】



4027 岡 莉々⼦

3001 堀部 怜名
4029 川名 佐保

3001 堀部 怜名
4027 岡 莉々⼦
4029 川名 佐保
4031 池⽥ ⼼⾳
4035 前北 菜々⼦
5005 尾崎 紗菜
6001 熊⾕ 悠
6011 ⽢利 果⾐良

【参加権】
・ミュンヘングランプリ＆ワークショップ2023

6001 6002 6003 6006 6011 6013 6015
7001 7002 7003

【参加権】
・ウィーン国⽴歌劇場バレエスクール2022

3001
4027 4029 4031
5008

ドン・キホーテよりドルシネア姫のVa

パキータよりVa
ラ・フィーユ・マル・ガルデよりリーズのVa

パキータよりVa
ドン・キホーテよりドルシネア姫のVa
ラ・フィーユ・マル・ガルデよりリーズのVa
アレルキナーダのVa
コッペリアより第1幕スワニルダのVa
タリスマンよりニリチのVa
ライモンダより第1幕ライモンダのVa
ジゼルよりVa

【参加権】
・ドイツ国⽴アウグスブルクバレエ団

7001 7002
407

【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

2009 2010 2014
3001 3009 3013 3017 3018 3019 3020
4007 4014 4015 4017 4021 4027 4029 4031 4035
5004 5005 5008 5011 5015 5016 5017 5018

⾼校⽣の部
⾼校⽣の部

中学⽣の部B

中学⽣の部B

中学⽣の部C

中学⽣の部A

中学⽣の部B

中学⽣の部B

中学⽣の部A

中学⽣の部B

ミュンヘングランプリ＆ワークショップ2023 ◆ハーフスカラシップ

審査員特別賞
中学⽣の部B

ミュンヘングランプリ＆ワークショップ2023 ◆スカラシップ（300€進呈）


