
賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 121 篠原 莉杏 コッペリアより第1幕スワニルダのVa Aristo BALLET STUDIO
（最優秀指導者賞）
⼩笠原 ⼀真・⾼橋 有⾥

2位 120 井内 紬 パキータより第4Va K-Grace Ballet
（優秀指導者賞）
宮井 和⼦

3位 116 萩原 来々 ラ・フィーユ・マル・ガルデよりリーズのVa Koji aterie de Ballet
（優秀指導者賞）
中林 浩司

4位 108 髙⼭ 友希 フェアリードールのVa ムラタダンススタジオ 村⽥ よしこ

5位 117 栗林 緯沙 ⼈形の精より⼈形の精のVa Ayaka Ballet Academy 星野 絢⾹

6位 104 ⻄野 璃紗 眠れる森の美⼥より第3幕フロリナ王⼥のVa Aristo BALLET STUDIO ⼩笠原 ⼀真・⾼橋 有⾥

7位 119 奥⼭ 美瑠 アレルキナーダよりVa 橘るみバレエスクール 橘 るみ

8位 124 椛澤 蓮⾳ ドン・キホーテよりバジルのVa Koji aterie de Ballet 中林 浩司

9位 114 府川 陽向 フェアリードールより⼈形の精のVa 多恵クラシックバレエスクール 沼⽥ 多恵

10位 110 川鍋 玲愛 アレルキナーダよりVa MIMIバレエスタジオ ⼩泉 朝美・⼩泉 菜摘

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 1033 ウィリス アリシア美優 アレルキナーダのVa Vancouver Ballet Theater
（最優秀指導者賞）
ウィリス 優⼦

2位 1045 池⽥ 美乃 サタネラのVa 梨⽊バレエスタジオ
（優秀指導者賞）
梨⽊ ⾥美

3位 1054 紺野 百花 ラ・フィーユ・マル・ガルデよりリーズのVa Allee Ballet Studio
（優秀指導者賞）
しのだ 彩・川村 海⽣命

4位 1014 ⼩林 桃華 フェアリードールよりVa Aristo BALLET STUDIO ⼩笠原 ⼀真・⾼橋 有⾥

5位 1059 齋藤 麗菜 ラ・フィーユ・マル・ガルテよりリーズのVa 梨⽊バレエスタジオ 梨⽊ ⾥美

6位 1011 ⽔⽯ 雪葉 卒業記念舞踏会よりVa HAGAバレエアカデミー 芳賀 のぞみ

7位 1005 柴垣 南実 ライモンダより第2幕のVa BALLET SCHOOL IVORY 扇 春佳

7位 1019 ⽯附 未麗 パキータよりヴェスタールカのVa 梨⽊バレエスタジオ 梨⽊ ⾥美

8位 1030 横⼭ 理湖 タリスマンよりニリチのVa メザミバレエスタジオ 髙⽐良 洋・坂地 亜美

9位 1015 中野 杏⾹ ラ・フィーユ・マル・ガルデよりリーズのVa メザミバレエスタジオ 髙⽐良 洋・坂地 亜美

10位 1049 孫 花⾳ ライモンダよりピチカートのVa 有明ニューシティーバレエスクール 池端 幹雄・李 賢仙

11位 1026 寺⾒ 優璃⼦ フェアリードールよりVa 梨⽊バレエスタジオ 梨⽊ ⾥美

11位 1053 ⼤澤 奈央 ⼈形の精より⼈形の精のVa デパルクバレエスクール 井上 浩⼆・井上 かおり・⿑藤 花

12位 1002 加藤 絢⾳ ドン・キホーテより第3幕キトリのVa MIMIバレエスタジオ ⼩泉 朝美・⼩泉 菜摘

12位 1051 クラーク 楓⾳ 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 井上 浩⼆・井上 かおり・⿑藤 花

12位 1065 ⼭北 珠寧 フェアリードールより⼈形の精のVa 東京バレエスタジオ 関 巴瑠花

13位 1009 陶⼭ 美波 眠れる森の美⼥よりフロリナ王⼥のVa 梨⽊バレエスタジオ 梨⽊ ⾥美

13位 1035 栗本 理桜 ラ・フィーユ・マル・ガルデより第1幕リーズのVa BALLET SCHOOL IVORY 扇 春佳

14位 1020 池⽥ 乃唯 ライモンダより第1幕ピチカートのVa Aristo BALLET STUDIO ⼩笠原 ⼀真・⾼橋 有⾥

15位 1061 伊藤 花凛 フローラの⽬覚めよりフローラのVa MIMIバレエスタジオ ⼩泉 朝美・⼩泉 菜摘

16位 1060 ⾼村 杏 ドン・キホーテより第3幕キトリのVa アヤバレエスクール 後藤 彩

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 8012 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
（最優秀指導者賞）
井上 浩⼆・井上 かおり

2位 8014 柴垣 奈々未 アルレキナーダのVa BALLET SCHOOL IVORY
（優秀指導者賞）
扇 春佳

3位 8002 安本 結惟 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
井上 浩⼆・井上 かおり・⿑藤 花

4位 8018 坂本 美琴 ⼈形の精よりVa 松浦かがりバレエアカデミー 松浦 かがり

5位 8001 ⼩泉 実花 ドン・キホーテより第3幕キトリのVa MOMOバレエスタジオ 永⽥ 桃⼦

6位 8019 北原 藍⼦ 騎兵隊の休息よりVa Aristo BALLET STUDIO ⼩笠原 ⼀真・⾼橋 有⾥

7位 8017 坂⼝ 碧唯 パリの炎より第4幕ジャンヌのVa YOSHIDA BALLET STUDIO 吉⽥ 明⼦

8位 8016 ⽥村 瑚雪 タリスマンよりVa Aristo BALLET STUDIO ⼩笠原 ⼀真・⾼橋 有⾥

9位 8006 佐藤 愛莉 眠れる森の美⼥より第3幕フロリナ王⼥のVa TLEUBAEV Ballet  School TLEUBAEV MAYLEN

10位 8013 吉村 絆 ライモンダよりピチカートのVa MOMOバレエスタジオ 永⽥ 桃⼦

Victoire Ballet Competition TOKYO 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】



賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 2023 ⾦⼦ 恵実 フローラの⽬覚めよりフローラ のVa Allee Ballet Studio
（最優秀指導者賞）
しのだ 彩・川村 海⽣命

2位 2030 井上 宇⼀郎 パキータより男性のVa デパルクバレエスクール
（優秀指導者賞）
井上 浩⼆・井上 かおり・⿑藤 花

3位 2024 宇佐美 ⼼葉 ドン・キホーテより第2幕ドルシネア姫のVa エコールふたまたがわ
（優秀指導者賞）
関 清佳

4位 2029 井上 結⼈  ラ・フィーユ・マル・ガルデよりコーラスのVa Aristo BALLET STUDIO ⼩笠原 ⼀真・⾼橋 有⾥

5位 2027 齋藤 舜 ⽩⿃の湖より第3幕王⼦のVa Aristo BALLET STUDIO ⼩笠原 ⼀真・⾼橋 有⾥

6位 2025 柴垣 奈々未 ヴェスタールカよりVa BALLET SCHOOL IVORY 扇 春佳

7位 2014 ⼯藤 沙久 コッペリア第1幕よりスワニルダのVa さいとう美帆バレエ&コンディショニングスタジオ さいとう 美帆

8位 2010 安本 結惟 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 井上 浩⼆・井上 かおり・⿑藤 花

9位 2031 佐伯 林太郎 サタネラより男性のVa Deparc Ballet School 井上 浩⼆・井上 かおり・⿑藤 花

10位 2003 松村 梨愛 ラ・フィーユ・マル・ガルデよりリーズのVa Koji aterie de Ballet 中林 浩司

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 3018 榎並 璃⾳ フローラの⽬覚めよりオーロラのVa Aristo BALLET STUDIO
（最優秀指導者賞）
⼩笠原 ⼀真・⾼橋 有⾥

2位 3009 浜崎 ほの 海賊より第1幕グルナーラのVa 徳永由貴バレエスクール
（優秀指導者賞）
徳永 由貴

3位 3004 若⽥部 史⾹ フローラの⽬覚めよりフローラのVa K-Grace Ballet
（優秀指導者賞）
宮井 和⼦

4位 3027 岩井 綾⾳ コッペリアより第3幕スワニルダのVa ⾦⽥こうのバレエアカデミー こうの 恭⼦・⾦⽥ あゆ⼦

5位 3017 植⽥ 凛 ナポリよりVa K-GraceBallet 宮井 和⼦

5位 3023 真瀬 実怜 眠れる森の美⼥より第1幕オーロラ姫のVa デパルクバレエスクール 井上 浩⼆・井上 かおり・⿑藤 花

6位 3008 奥⽥ 唯乃 パキータよりVa メザミバレエスタジオ 髙⽐良 洋・坂地 亜美

7位 3002 梶 莉⾥花 アルレキナーダよりコロンビーヌのVa KK INTERNATIONAL ⽊村 規予⾹

8位 3025 坂本 美琴 ⼈形の精よりVa 松浦かがりバレエアカデミー 松浦 かがり

9位 3024 ⼭⽥ 凛⾹ パキータより第1Va 梨⽊バレエスタジオ 梨⽊ ⾥美

10位 3028 岩崎 ⾵花 ドン・キホーテより第2幕キューピットのVa T.Ballet Studio 神⼾ 都世美

11位 3021 岳中 來夢 フローラの⽬覚めよりフローラのVa MIMIバレエスタジオ ⼩泉 朝美・⼩泉 菜摘

12位 3015 野崎 結暖 眠れる森の美⼥より第3幕フロリナ王⼥のVa メザミバレエスタジオ 髙⽐良 洋・坂地 亜美

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 4005 遅沢 杏 アレルキナーダのVa OSOZAWA BALLET STUDIO 
（最優秀指導者賞）
遅沢 佑介

2位 4031 ⼾原 和玖 ドン・キホーテよりバジルのVa K-Grace Ballet
（優秀指導者賞）
宮井 和⼦

3位 4030 ⽮成 真帆 アレルキナーダよりVa K-Grace Ballet 宮井 和⼦

4位 4013 林 優奈 アレルキナーダよりコロンビーヌのVa MIMIバレエスタジオ ⼩泉 朝美・⼩泉 菜摘

5位 4022 須藤 感名 パキータより第5Va バレエブランアート ⼤賀 ⽐菜

6位 4011 寺川 瑠愛 アレルキナーダより⼥性の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 4026 増⽥ 英茉 パキータよりヴェスタールカのVa KKインターナショナル ⽊村 規予⾹

7位 4001 ⼭崎 桜都 アルレキナーダよりコロンビーヌVa Ballet Studio Lien 福井 ゆい

8位 4014 ⼩清⽔ 紅⾐ パキータのVa Ballet Studio Joyeux 和⽥ 景⼦

9位 4012 都⽊ 結⾐奈 サタネラのVa Koji aterie de Ballet 中林 浩司

10位 4003 河﨑 ⼼晴 ライモンダより夢の場のVa デパルクバレエスクール 井上 浩⼆・井上 かおり・⿑藤 花

11位 4027 橋本 恵空 パキータよりヴェスタールカのVa MOMOバレエスタジオ 永⽥ 桃⼦

【⼩学⽣の部A】

【⼩学⽣の部B】

【中学⽣の部A】



賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 5023 吉⽥ 百花 フローラの⽬覚めよりフローラのVa YOSHIDA BALLET STUDIO
（最優秀指導者賞）
吉⽥ 明⼦

2位 5009 中⽥ 結 眠れる森の美⼥より第2幕オーロラ姫のVa デパルクバレエスクール
（優秀指導者賞）
井上 浩⼆・井上 かおり・⿑藤 花

3位 5008 ⾚⽯ 桃⾹ ドン・キホーテより第2幕ドルシネアのVa 徳永由貴バレエスクール
（優秀指導者賞）
徳永 由貴

4位 5005 ⼭﨑 宇詩 眠れる森の美⼥より第1幕オーロラ姫のVa ブリッサフロールスタジオ 秋⼭ 千加⼦

5位 5013 ⽥中 彩葵 海賊より第1幕グルナーラの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 5012 ⼩泉 紗英 パキータよりエトワールのVa MIMIバレエスタジオ ⼩泉 朝美・⼩泉 菜摘

6位 5021 阿部 芽⾳ エスメラルダよりエスメラルダのVa 徳永由貴バレエスクール 徳永 由貴

7位 5022 新⽥ 苺花 フローラの⽬覚めよりヘーベのVa 梨⽊バレエスタジオ 梨⽊ ⾥美

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 6008 ⼭⽥ 喜世 パキータよりエトワールのVa 有明ニューシティーバレエスクール
（最優秀指導者賞）
池端 幹雄・李 賢仙

2位 6002 菱沼 ⾹凛 フローラの⽬覚めよりフローラのVa C's Ballet Class
（優秀指導者賞）
菱沼 千尋

3位 6010 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
（優秀指導者賞）
吉岡 かやの

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 7002 永易 雪 ライモンダより第1幕夢の景ライモンダのVa Avec Coco福⽥純⼦バレエスタジオ
（最優秀指導者賞）
福⽥ 純⼦

2位 7006 渡部 海璃 エトワールのVa MIMIバレエスタジオ
（優秀指導者賞）
⼩泉 朝美・⼩泉 菜摘

3位 7014 ⼩井⼟ りりか ドン・キホーテより第3幕キトリのVa Kei'sバレエ
（優秀指導者賞）
⼭⽥ 桂⼦

4位 7010 ⾼原 唯 ジゼルより第1幕ジゼルのVa Infinity Ballet Academy 野崎 翼

5位 7017 寺⼭ 優⾥奈 ジゼルより第1幕ジゼルのVa 岸辺バレエスタジオ 岸辺 光代

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 402 富澤 真理⾹ ガムザッティのVa ワイダンスカンパニー
（最優秀指導者賞）
針⼭ 祐美

2位 408 ⼭⽥ 太郎 ラ・フィーユ・マル・ガルデよりコーラスのVa Austrian Ballet School 
（優秀指導者賞）
三⾕ 梨央

3位 404 ⽥所 鮎美 ドン・キホーテより第3幕キトリのVa ワイダンスカンパニー
針⼭ 祐美

4位 403 ⽥代 有乃 海賊より第3幕メドーラのVa Speriamo  Balletto 信⽥ 洋⼦

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 215 ⼾原 和玖 Tempesta K-Grace Ballet
（最優秀指導者賞）
宮井 和⼦

2位 214 國⽴ 桃菜フローラ genome BALLET・LE・COEUR
（優秀指導者賞）
中平 絢⼦・賀川 暢・井向 健⼆

3位 202 ウィリス アリシア美優 Twinkle little fairy Vancouver Ballet Theater
（優秀指導者賞）
⼩林 啓⼦

4位 213 ⽮成 真帆 encounter K-Grace Ballet 宮井 和⼦

5位 211 遅沢 杏 out of breath OSOZAWA BALLET STUDIO 遅沢 佑介

6位 203 髙⽥ 愛 Vicissitudes Kanaco  Ballet School ⼭本 加奈⼦

7位 208 榎並 璃⾳ IRIS Aristo BALLET STUDIO ⼩笠原 ⼀真・⾼橋 有⾥

8位 210 岩井 綾⾳ Mere ⾦⽥こうのバレエアカデミー こうの 恭⼦・⾦⽥ あゆ⼦

【モダン・コンテンポラリー・ジュニアの部】

【⾼校⽣の部】

【シニアの部】

【中学⽣の部B】

【中学⽣の部C】



賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 301 ⼤⼭ 奏乃 Between the clouds スワンバレエ研究所
（最優秀指導者賞）
⾼⾒ 美智⼦

2位 305 寺⼭ 優⾥奈 Gentle Air 岸辺バレエスタジオ
（優秀指導者賞）
岸辺 光代

3位 303 永易 雪 Seek Avec Coco福⽥純⼦バレエスタジオ
（優秀指導者賞）
髙原 伸⼦

遅沢 杏 アレルキナーダのVa

遅沢 杏 アレルキナーダのVa
⼾原 和玖 ドン・キホーテよりバジルのVa

⼭⽥ 喜世 パキータよりエトワールのVa
永易 雪 ライモンダより第1幕夢の景ライモンダのVa

【参加権】
・ミュンヘンサマーワークショップ

7002 7006 7010 7014 7017

3002 3004 3008 3009 3015 3017 3018 3021 3023 3024 3025 3027 3028
4001 4003 4005 4011 4012 4013 4014 4022 4026 4027 4030 4031
5005 5008 5009 5012 5013 5021 5022 5023
6002 6008 6010

【参加権】
・スイス国⽴チューリッヒダンスアカデミー

3018 4005 4031 5005

【参加権】
・ミュンヘングランプリ

215 402 403 404 408
7002 7006 7010 7014 7017

中学⽣の部A

ミュンヘン グランプリ ◆スカラシップ（100€進呈）
中学⽣の部C

⾼校⽣の部

【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

審査員特別賞
中学⽣の部A

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・シニアの部】


