Victoire Ballet Competition TOKYO 2021
バレエシューズAの部
賞

NO

名前

演⽬

団体名

指導者名
（最優秀指導者賞）

1位

107 佐藤 璃咲

アレルキナーダよりコロンビーヌのVa

ASAMI INTERNATIONAL STUDIO

2位

105 池⽥ 乃唯

フェアリードールのVa

Aristo BALLET STUDIO

3位

104 韓 黎華

コッペリアより第3幕スワニルダのVa

有明ニューシティーバレエスクール

4位

109 吉⽵ ひなの

ドン・キホーテよりキューピッドのVa

吉⽵ゆかりバレエスタジオ

吉⽵ ゆかり

4位

111 浅⽥ 良舞

コッペリアより第3幕フランツのVa

シンフォニーバレエスタジオ

副 智美・浅⽥ 良和

浅⾒ 紘⼦
（優秀指導者賞）
⼩笠原 ⼀真・⾼橋 有⾥
（優秀指導者賞）
池端 幹雄・李 賢仙

バレエシューズBの部
賞

NO

名前

演⽬

団体名

指導者名
（最優秀指導者賞）

1位

255 齋藤 くるみ

ラ・フィーユ・マル・ガルデより第1幕リーズのVa

デパルクバレエスクール

2位

242 ⽥原 歩華

ファラオの娘よりアスピシアのVa

ケイナカノクラシックバレエアカデミー

3位

264 ⼤泉 歌卯

海賊よりオダリスクのVa

シホバレエクラス

4位

243 本庄 永茉

ラ・フィーユ・マル・ガルデより第1幕リーズのVa

TLEUBAEV Ballet School

TLEUBAEV MAYLEN・トレウバエワ 美奈

4位

271 井上 結⼈

コッペリアよりフランツのVa

Aristo BALLET STUDIO

⼩笠原 ⼀真・⾼橋 有⾥

5位

270 齋藤 舜

パキータより男性のVa

Aristo BALLET STUDIO

⼩笠原 ⼀真・⾼橋 有⾥

6位

251 宮地 悠⽉

ドンキホーテより第3幕キトリのVa

デパルクバレエスクール

井上 浩⼆・ 井上 かおり

井上 浩⼆・ 井上 かおり
（優秀指導者賞）
中野 敬⼦
（優秀指導者賞）
奥村 志帆

7位

269 柴垣 奈々未

眠れる森の美⼥より第3幕フロリナ王⼥のVa

スタジオハーモニクス

こうの 恭⼦

7位

272 井上 宇⼀郎

⽩⿃の湖より第3幕ジークフリートのVa

デパルクバレエスクール

井上 浩⼆・ 井上 かおり

8位

219 ⼤久保 ⼼琴

ドン・キホーテより第3幕キトリのVa

スタジオアン・ドゥ・トロワ

有光 ⾵花

8位

236 安本 結惟

コッペリアより第1幕スワニルダのVa

デパルクバレエスクール

井上 浩⼆・井上 かおり

8位

268 宇佐美 ⼼葉

タリスマンよりニリチのVa

エコールふたまたがわ

関 清佳

9位

207 池⽥ 美乃

アレルキナーダよりコロンビーヌのVa

梨⽊バレエスタジオ

梨⽊ ⾥美

パリの炎よりジャンヌのVa

有明ニューシティーバレエスクール

池端 幹雄・李 賢仙

10位 208 孫 花⾳
11位 262 久保 ⼼乃

コッペリアより第3幕スワニルダのVa

エコールふたまたがわ

関 清佳

12位 273 佐伯 林太郎

コッペリアより第3幕フランツのVa

de-parc Ballet school

井上 浩⼆・井上 かおり

バレエシューズCの部
賞

NO

名前

演⽬

団体名

1位

312 岸本 桃

騎兵隊の休息よりVa

シンフォニーバレエスタジオ

2位

321 福本 あいり

パキータよりパ・ド・トロワのVa

ケイナカノクラシックバレエアカデミー

3位

322 飯野 利⼀

パキータよりリュシアンのVa

ASAMI INTERNATIONAL STUDIO

4位

317 伊藤 綺華

眠れる森の美⼥より第1幕オーロラ姫のVa

シンフォニーバレエスタジオ

指導者名
（最優秀指導者賞）
副 智美・浅⽥ 良和
（優秀指導者賞）
中野 敬⼦
（優秀指導者賞）
浅⾒ 紘⼦
副 智美・浅⽥ 良和

4位

320 伊藤 安

タリスマンよりニリチのVa

村⽥ダンススタジオ

村⽥ 佳⼦

5位

307 榑松 凛⼼

アレルキナーダよりVa

スタジオ

有光 ⾵花

6位

311 藤井 彰花

⽩⿃の湖より第1幕パ・ド・トロワのVa

佐藤朱実バレエ

佐藤 朱実

7位

309 廣瀬 友⾹

コッペリアより第1幕スワニルダのVa

エコールふたまたがわ

関 清佳

アン・ドゥ・トロワ

⼩学⽣Aの部
賞

NO

名前

演⽬

団体名

1位 1014 川上 杏

フェアリードールより妖精⼈形のVa

シンフォニーバレエスタジオ

2位 1027 渡邊 絢咲

フローラの⽬覚めのVa

YARITA YU BALLET STUDIO

3位 1020 榎並 璃⾳

くるみ割り⼈形より⾦平糖の⼥王のVa

Aristo BALLET STUDIO

4位 1009 若⽥部 史⾹

タリスマンよりニリチのVa

K-GraceBallet

指導者名
（最優秀指導者賞）
副 智美・浅⽥ 良和
（優秀指導者賞）
鎗⽥ 優
（優秀指導者賞）
⼩笠原⼀真･⾼橋有⾥
宮井 和⼦

5位 1030 ⾼⽊ 玲亜

ドン・キホーテより第3幕キトリのVa

市ノ⽊瑠美⼦ClassicBalletStudio

市ノ⽊ 瑠美⼦

6位 1026 池⽥ あこ

サタネラよりVa

ユミコ・クラシックバレエスタジオ

薮崎 ゆみこ・ソ ギボム

7位 1023 真瀬 実怜

ヴェニスの謝⾁祭よりサタネラのVa

デパルクバレエスクール

井上 浩⼆・井上 かおり

8位 1025 榑松 凛⼼

アレルキナーダよりVa

スタジオ

9位 1024 坂⼝ 舞

アレルキナーダのVa

シホバレエクラス

10位 1005 ⽥原 歩華

ファラオの娘よりアスピシアのVa

ケイナカノクラシックバレエアカデミー

中野 敬⼦

10位 1029 岩井 綾⾳

眠れる森の美⼥よりフロリナ王⼥のVa

⾦⽥こうのバレエアカデミー

こうの 恭⼦・⾦⽥

アン・ドゥ・トロワ

有光 ⾵花
奥村 志帆
あゆ⼦

⼩学⽣Bの部
賞

NO

名前

演⽬

団体名

指導者名
（最優秀指導者賞）

1位 2032 ⽮成 真帆

エスメラルダよりVa

K-Grace Ballet

2位 2015 宮 さくら

アレルキナーダよりVa

梨⽊バレエスタジオ

3位 2025 ⼩林 愛理澄

フローラの⽬覚めよりVa

徳永由貴バレエスクール

4位 2008 遅沢 杏

キトリより第3幕のVa

Osozawa Ballet Studio

5位 2024 ⾦ 采垣

ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa

有明ニューシティーバレエスクール

池端幹雄・李 賢仙

6位 2019 吉⽥ 瑛⿇

フローラの⽬覚めよりへーべのVa

Aristo BALLET STUDIO

⼩笠原 ⼀真・⾼橋 有⾥

7位 2012 渡邉 万葉

アルレキナーダよりコロンビーヌのVa

服部彩⼦バレエクラス

服部 彩⼦

7位 2021 下 楓恋

眠れる森の美⼥より第1幕オーロラ姫のVa

Allee Ballet Studio

川村 海⽣命・しのだ 彩

8位 2023 藤井 杏優

ライモンダよりピチカートのVa

あかりバレエスタジオ

和⽥ 安佳莉

9位 2031 妹尾 美海

エスメラルダよりVa

ケイナカノクラシックバレエアカデミー

中野 敬⼦

眠れる森の美⼥より第1幕オーロラ姫のVa

スタジオエイル

加藤 和⼦

10位 2011 岩佐 璃世

宮井 和⼦
（優秀指導者賞）
梨⽊ ⾥美
（優秀指導者賞）
徳永 由貴
遅沢佑介･永井とも⼦

中学⽣Aの部
賞

NO

名前

1位 6005 ⼭下 栞

演⽬
くるみ割り⼈形より⾦平糖の精のVa

団体名
シンフォニーバレエスタジオ

指導者名
（最優秀指導者賞）
副 智美・浅⽥ 良和
（優秀指導者賞）

2位 6003 國⽴ 桃菜フローラ 眠れる森の美⼥より第1幕ローズのVa

BALLET・LE・COEUR

3位 6014 齋藤 杏

フローラの⽬覚めよりフローラのVa

デパルクバレエスクール

3位 6015 三浦 結愛

眠れる森の美⼥より第1幕ローズのVa

Aristo BALLET STUDIO

4位 6009 ⽇⾼ 世令那

海賊よりパキータのVa

梨⽊バレエスタジオ

梨⽊ ⾥美

5位 6034 ⽴⾒ 雛⼦

パキータよりエトワールのVa

⾦⽥こうのバレエアカデミー

こうの 恭⼦

6位 6023 佐々⽊ 美幸

エスメラルダよりエスメラルダのVa

YARITA YU BALLET STUDIO

鎗⽥ 優

7位 6026 松川 紗奈

タリスマンよりVa

シンフォニーバレエスタジオ

副 智美･浅⽥ 良和

8位 6017 中⽥ 結

ドン・キホーテより第3幕キトリのVa

デパルクバレエスクール

井上 浩⼆・井上 かおり

9位 6041 岡⽥ ⼀花

ジゼルのVa

シンフォニーバレエスタジオ

副 智美･浅⽥ 良和

10位 6027 ⽩川 紗妃

コッペリアより第1幕スワニルダのVa

服部彩⼦バレエクラス

服部 彩⼦

11位 6032 池⽥ 空

ドン・キホーテより第2幕ドルシネアのVa

服部彩⼦バレエクラス

服部 彩⼦

12位 6038 新⽥ 苺花

眠れる森の美⼥よりフロリナ王⼥のVa

スタジオハーモニクス

関⼝ 玲奈

中平 絢⼦・賀川 暢
（優秀指導者賞）
井上 浩⼆・ 井上 かおり
（優秀指導者賞）
⼩笠原 ⼀真・⾼橋 有⾥

中学⽣Bの部
賞

NO

名前

演⽬

団体名

指導者名
（最優秀指導者賞）

1位 7007 笠井 優迦

フローラの⽬覚めよりフローラのVa

BALLET・LE・COEUR

2位 7033 林 ⾥穂

グラン・パ・クラシックよりVa

シンフォニーバレエスタジオ

3位 7004 佐藤 凛

ドンキホーテより第3幕キトリのVa

シンフォニーバレエスタジオ

副 智美

中平 絢⼦･賀川 暢
（優秀指導者賞）
副 智美・浅⽥ 良和

4位 7035 篠⽥ 有理花

アレルキナーダよりVa

BALLET SCHOOL IVORY

扇 春佳

5位 7017 中澤 結

ラ・バヤデールより第2幕ガムザッティのVa

徳永由貴バレエスクール

徳永 由貴

6位 7012 井上 いろは

ファラオの娘より第2幕アスピシアのVa

市ノ⽊瑠美⼦Classic Ballet Studio

市ノ⽊ 瑠美⼦・澤 真吾

6位 7020 ⻄岡 沙⾐⼦

パキータよりエトワールのVa

スタジオ樹

⻲⽥ 美樹

7位 7001 三⾓ ⽻⾳

パキータよりエトワールのVa

BALLET・LE・COEUR

中平 絢⼦･賀川 暢

8位 7019 相場 璃⼦

サタネラのVa

Kanaco Ballet School

⼭本 加奈⼦

8位 7038 三宮 結

アレルキナーダよりVa

RBSバレエカンパニー

井関 典⼦

9位 7021 ⼭⽥ 喜世

ジゼルより第1幕ジゼルのVa

有明ニューシティーバレエスクール

池端 幹雄・李 賢仙

9位 7022 内⽥ 琴⼦

サタネラのVa

エプリバレエスタジオ

榊原 有佳⼦

9位 7031 古野 愛奈

くるみ割り⼈形より第2幕⾦平糖のVa

KAORIバレエスタジオ

川畑 ⾹織

パキータよりエトワールのVa

デパルクバレエスクール

井上浩⼆ 井上かおり

演⽬

団体名

10位 7034 賀部 あゆみ
中学⽣Cの部
賞

NO

名前

指導者名
（最優秀指導者賞）

1位 8016 ⾦井 ⽔夢

コッペリアより第1幕スワニルダのVa

Aristo BALLET STUDIO

2位 8014 浅野 葵

バヤデールよりガムザッティのVa

シムズバレエ

3位 8018 菅野 莉星

パキータよりエトワールのVa

梨⽊バレエスタジオ

4位 8002 ⻑⽵ 陽菜

エスメラルダのVa

kei'sバレエ

4位 8013 安達 仁胡

ジゼルより第1幕ジゼルのVa

シンフォニーバレエスタジオ

副 智美・浅⽥ 良和

5位 8017 ⼭⼾ 優依

エスメラルダのVa

BALLET・LE・COEUR

中平 絢⼦・賀川 暢

6位 8003 松⽥ 南帆

眠れる森の美⼥より第1幕オーロラ姫のVa

Allee Ballet Studio

川村 海⽣命・しのだ 彩

7位 8020 ⼭⽥ 珠希

パキータよりエトワールのVa

Risa Ballet Academy

⼤⼭ 理紗

8位 8025 鈴⽊ 賢陽

パリの炎よりVa

鈴⽊直敏恵⼦バレエスクール

鈴⽊ 直敏・恵⼦・真央

⼩笠原⼀真・⾼橋有⾥
（優秀指導者賞）
畠⼭ 慎⼀
（優秀指導者賞）
梨⽊ ⾥美
⼭⽥ 桂⼦

⾼校⽣の部
賞

NO

名前

演⽬

団体名

指導者名
（最優秀指導者賞）

1位 9028 樋上 諒

ジゼルより第2幕アルブレヒトのVa

S.BALLET.ART

2位 9023 久故 妃世莉

⽩⿃の湖より⿊⿃のVa

ASAMI INTERNATIONAL STUDIO

3位 9009 ⼟⽅ 菖

⽩⿃の湖より第3幕オディールのVa

Aristo BALLET STUDIO

4位 9001 ⼩岩井 雫

エスメラルダよりエスメラルダのVa

YARITA YU BALLET STUDIO

鎗⽥ 優

5位 9006 登内 夏葉

シンデレラよりシンデレラのVa

シムズバレエ

畠⼭ 慎⼀

6位 9026 楠本 理⼦

眠れる森の美⼥より第3幕オーロラ姫のVa

クレアシオンバレエスクール

広瀬 幸恵

6位 9027 萩原 聖⼠

パキータより男性のVa

Aristo BALLET STUDIO

⼩笠原 ⼀真・⾼橋 有⾥

坂 聖⼦
（優秀指導者賞）
浅⾒ 紘⼦
（優秀指導者賞）
⼩笠原 ⼀真・⾼橋 有⾥

7位 9011 ⽵ノ内 愛梨

眠れる森の美⼥より第1幕ローズ・アダージオのVa

YARITA YU BALLET STUDIO

鎗⽥ 優

8位 9010 齋藤 柚良

ヴェニスの謝⾁祭よりサタネラのVa

エプリバレエスタジオ

榊原 有佳⼦

8位 9025 ⼆神 舞美

ジゼルより第1幕のVa

エプリバレエスタジオ

榊原 有佳⼦

シニアの部
賞

NO

名前

演⽬

団体名

1位 3008 藤野 未来

エスメラルダのVa

⾦⽥・こうのバレエアカデミー

2位 3006 𠮷⽥ 梨奈⼦

ドン・キホーテより第3幕キトリのVa

R studio

3位 3002 ⼩峰 愛莉⾹

ラ・バヤデールよりガムザッティのVa

有明ニューシティーバレエスクール

指導者名
（最優秀指導者賞）
こうの 恭⼦・⾦⽥ あゆ⼦
（優秀指導者賞）
𠮷⽥ 梨奈⼦
（優秀指導者賞）
池端 幹雄・李 賢仙

コンテンポラリー・ジュニアの部

賞

NO

名前

演⽬

団体名

1位 4005 ⼭下 栞

fragile

シンフォニーバレエスタジオ

2位 4017 林 ⾥穂

Lily of the valley

シンフォニーバレエスタジオ

指導者名
（最優秀指導者賞）
副 智美・浅⽥ 良和
副 智美･浅⽥ 良和
（優秀指導者賞）

3位 4006 ⽇⾼ 世令那

abshana

梨⽊バレエスタジオ

4位 4001 川上 杏

Blossom

シンフォニーバレエスタジオ

副 智美・浅⽥ 良和

梨⽊ ⾥美・⼩林 啓⼦

5位 4014 相場 璃⼦

Dawn Chorus (ドーン コーラス)

Kanaco Ballet School

⼭本 加奈⼦

6位 4007 三浦 結愛

Polaris

Aristo BALLET STUDIO

⼩笠原 ⼀真・⾼橋 有⾥

6位 4013 中澤 結

Presence

徳永由貴バレエスクール

徳永 由貴・⾙ヶ⽯ 奈美

コンテンポラリー・シニアの部
賞

NO

名前

演⽬

団体名

1位 5002 安達 仁胡

Dancing with Death

シンフォニーバレエスタジオ

2位 5003 ⾦井 ⽔夢

SuiRhythm

Aristo BALLET STUDIO

3位 5009 ⽵ノ内 愛梨

Chapter II

YARITA YU BALLET STUDIO

4位 5010 市野 眞菜

FLOW

YARITA YU BALLET STUDIO

指導者名
（最優秀指導者賞）
副 智美・浅⽥ 良和
（優秀指導者賞）
⼩笠原⼀真・⾼橋有⾥
（優秀指導者賞）
宮内 ⿇⾐⼦・鎗⽥ 優
宮内 ⿇⾐⼦・鎗⽥ 優

5位 5015 𠮷⽥ 梨奈⼦

修羅の舞

R studio

𠮷⽥ 梨奈⼦

6位 5007 中野 実咲

Poison Apple

梨⽊バレエスタジオ

梨⽊ ⾥美・⼩林 啓⼦

6位 5012 ⼆神 舞美

memory

エプリバレエスタジオ

榊原 有佳⼦

6位 5016 藤野 未来

The other half

⾦⽥・こうのバレエアカデミー

指導者無し

審査員特別賞
中学⽣ B の部 笠井 優迦

【特別審査員】（WEB審査）
Jason Beechey

フローラの⽬覚めよりフローラのVa

ミュンヘンサマーワークショップ
中学⽣ B の部 笠井 優迦

Palucca Hochschule fur Tanz Dresden
ドレスデン・パルッカ・ダンス⼤学（パルッカ・シューレ・ドレスデン）校⻑

◆フルスカラシップ（500€進呈）
フローラの⽬覚めよりフローラのVa

Many thanks for the contemporary videos. Both girls are talented. I think it might be best to
offer them a "short term" scholarship where they could come for a week during the coming year
to see how it goes.
Best, Jason

Palucca Hochschule fur Tanz Dresden
ドレスデン・パルッカ・ダンス⼤学（パルッカ・シューレ・ドレスデン）
◆短期スカラシップ

（WEB審査にて決定）

中学⽣Aの部 1名（１３歳）

中学⽣Bの部 １名（１４歳）
【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
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【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
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