
賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 104 ⽔⽯ 雪葉 コッペリアより第3幕スワニルダのVa 芳賀バレエアカデミー
（最優秀指導者賞）
芳賀 のぞみ

2位 105 佐藤 璃咲 アレルキナーダよりコロンビーヌのVa ASAMI INTERNATIONAL STUDIO
（優秀指導者賞）
浅⾒ 紘⼦

3位 101 髙⼭ 友希 眠れる森の美⼥より第3幕フロリナ王⼥のVa ムラタダンススタジオ
（優秀指導者賞）
村⽥ よしこ

4位 108 吉⽵ ひなの アレルキナーダよりコロンビーヌのVa 吉⽵ゆかりバレエスタジオ 吉⽵ ゆかり
5位 109 浅⽥ 良舞 アレルキナーダよりアレルキナーダのVa シンフォニーバレエスタジオ 副 智美・浅⽥ 良和

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 225 岡村 あずさ 海賊より第3オダリスクのVa KK International
（最優秀指導者賞）
⽊村 規予⾹

2位 226 今井 希英 ダイアナとアクティオンよりダイアナのVa シンリードゥ・バレエスタジオ
（優秀指導者賞）
中津川 眞理

3位 214 ⽥中 慈 パキータよりソリストのVa アルモニーバレエ三軒茶屋・⽤賀
（優秀指導者賞）
下村 華⼦

4位 224 三橋 杏奈 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 李 賢仙
5位 218 ⽥原 歩華 パキータよりVa ケイナカノクラシックバレエアカデミー 中野 敬⼦
6位 233 北浦 優璃 アレルキナーダよりVa ムラタダンススタジオ 村⽥ よしこ
7位 215 村上 愛茉 フェアリー ドールのVa KK INTERNATIONAL ⽊村  規予⾹
8位 216 ⼭下 莉⾥歌 フローラの⽬覚めよりオーロラのVa Ballet class crane 鶴⾒ 未穂⼦
9位 222 永⽥ 尚⼦ 眠れる森の美⼥より第3幕フロリナ王⼥のVa BALLET NOW 川崎 浩美
10位 230 森⾼ 実⼣ タリスマンよりニリチのVa Mai Ballet House 緒⽅ ⿇⾐

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 3009 今井 希英 ダイアナとアクティオンよりダイアナのVa シンリードゥ・バレエスタジオ
（最優秀指導者賞）
中津川 眞理

2位 3008 清⽔ こころ アレルキナーダのVa クラシックバレエスタジオローズ
（優秀指導者賞）
荒幡 恭⼦・荒幡 ⼤輔

3位 3007 根岸 やよい ドン・キホーテよりドルシネア姫のVa ⽥中祐⼦バレエアカデミー
（優秀指導者賞）
⽥中 祐⼦

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 4008 岡安 真桜 ライモンダより第1幕第1Va ユミクラシックバレエスタジオ
（最優秀指導者賞）
深沢 由美

2位 4001 成川 瑠莉空 眠れる森の美⼥より第1幕オーロラ姫のVa クラシックバレエスタジオローズ
（優秀指導者賞）
荒幡 恭⼦・荒幡 ⼤輔

3位 4003 ⼟本 理紗⼦ フェアリードールのVa 有明ニューシティーバレエスクール
（優秀指導者賞）
池端 幹雄・李 賢仙

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 5019 岸 琴⾳ 眠れる森の美⼥より第1幕ローズのVa HAGAバレエアカデミー
（最優秀指導者賞）
芳賀 のぞみ

2位 5002 岸本 桃 フローラの⽬覚めより暁の⼥神のVa シンフォニーバレエスタジオ
（優秀指導者賞）
副 智美・浅⽥ 良和

3位 5003 ⽮⽥ ひなの フローラの⽬覚めよりフローラのVa クラッシックバレエ スタジオローズ
（優秀指導者賞）
荒幡 恭⼦・荒幡 ⼤輔

4位 5025 妹尾 美海 エスメラルダのVa ケイナカノクラシックバレエアカデミー 中野 敬⼦
5位 5005 川村 瑠埜 眠れる森の美⼥より第3幕フロリナ王⼥のVa エプリバレエスタジオ 原 有佳⼦
6位 5022 砂原 友⾹ エスメラルダよりダイアナのVa 関⼝・吉川バレエアカデミー 吉川 ⽂⼦・関⼝ 武
7位 5011 太⽥ 理⼦ 眠れる森の美⼥より第3幕フロリナ王⼥のVa エプリバレエスタジオ 原 有佳⼦
8位 5016 ⽮島 怜弥 サタネラのVa エアリーズバレエスタジオ ⾼柳 えり⼦
9位 5026 ⼤森 帆菜 パリの炎のVa ユミクラシックバレエスタジオ 深沢 由美
10位 5021 根本 美空 ラ・フィーユ・マル・ガルデより第1幕リーズのVa Kanaco Ballet School ⼭本 加奈⼦

Victoire Ballet Competition SAITAMA 2021
【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】



賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 6025 ⼩池 伶奈 エスメラルダよりエスメラルダのVa 坂本直美バレエスタジオ
（最優秀指導者賞）
坂本 直美

2位 6017 ⼤宮 彩瑚 ドン・キホーテより第2幕ドルシネアのVa migaku Ballet
（優秀指導者賞）
⼤場 めぐ美

3位 6023 中村 愛理 コッペリアより第1幕スワニルダのVa 坂本直美バレエスタジオ 坂本 直美

4位 6005 深⽥ さくら エスメラルダよりVa クラッシックバレエスタジオローズ 荒幡 恭⼦
4位 6011 ⼭崎 星伶 眠れる森の美⼥より第1幕ローズアダージオのVa エプリバレエスタジオ 原 有佳⼦
5位 6012 ⽥中 彩葵 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 6024 吉永 璃⼦ コッペリアより第3幕スワニルダのVa クラシックバレエスタジオローズ 荒幡 恭⼦・荒幡 ⼤輔
7位 6007 ⾚⽻根 梢 眠れる森の美⼥より第3幕オーロラ姫のVa Kanaco Ballet School ⼭本 加奈⼦
7位 6022 平⼭ 可恋 眠れる森の美⼥より第1幕オーロラ姫のVa ユミクラシックバレエスタジオ 深沢 由美
8位 6026 齋藤 咲来 ダイアナとアクティオンよりダイアナのVa ⽥村征⼦バレエスタジオ ⽥村 征⼦
9位 6009 ⼩⽟ 朱莉 サタネラのVa STUDIO MILLE 古藪 千種
10位 6008 村上 永遠 エスメラルダよりエスメラルダのVa あやこバレエスタジオ 陶⼭ 絢⼦

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 7005 遠⼭ 花菜 眠れる森の美⼥より第3幕オーロラ姫のVa 関⼝・吉川バレエアカデミー
（最優秀指導者賞）
吉川 ⽂⼦

2位 7003 川⽥ 莉⼦ ゼンツァーノの花祭りよりVa 梨⽊バレエスタジオ
（優秀指導者賞）
梨⽊ ⾥美

3位 7010 ⼩林 志嶺 ラ・エスメラルダよりエスメラルダのVa ステラバレエアカデミー
（優秀指導者賞）
⼤村 由紀

4位 7007 川⼝ 凜桜 パキータよりパ・ド・トロワ第1Va 徳永由貴バレエスクール 徳永 由貴
5位 7009 ⼤束 友⾐菜 ドン・キホーテより第3幕キトリのVa ロシアバレエスタジオ ネグル 佐智代

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 8026 ⼩林 ⾥奈 ジゼルより第1幕ジゼルのVa バレエ・アート・ヨコハマ
（最優秀指導者賞）
菱沼 恵美・⾦⼦ 紗也

2位 8014 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

3位 8002 津坂 舞⼄ エスメラルダのVa クラシックバレエスタジオローズ
（優秀指導者賞）
荒幡 恭⼦・荒幡 ⼤輔

3位 8025 倉⽥ 樹⾥ ドン・キホーテより第2幕ドルシネア姫のVa 川⼝ゆり⼦バレエスクール
（優秀指導者賞）
今村 博明・川⼝ゆり⼦

4位 8012 寺島 美惺 ジゼルより第1幕ジゼルのVa クラシックバレエスタジオローズ 荒幡 恭⼦・荒幡 ⼤輔
5位 8001 ⼟岐 杏 パキータよりエトワールのVa エコールふたまたがわ 関 清佳
6位 8021 秋元 栞 ⽩⿃の湖より第3幕オディールのVa シムズバレエ 畠⼭ 慎⼀・岡部舞
7位 8022 中村 和⾹奈 ライモンダより第2幕Va ユミクラシックバレエスタジオ 深沢 由美

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 9010 本間 響 ドン・キホーテより第3幕バジルのVa フリー

2位 9007 廣本 柚帆 ファラオの娘より第2幕アスピシアのVa クラシカルバレエアカデミーS.O.U.
（優秀指導者賞）
藤⽥ 恭⼦・藤⽥ 真砂⼦

3位 9004 奥澤 愛深 海賊より第3幕メドーラのVa フリー
（優秀指導者賞）
奥澤 愛深

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 1008 佐藤 未來 Sun Will Set akiko ballet academy
（最優秀指導者賞）
岸川 章⼦

2位 1004 ⽥原 歩華 The day you were born ケイナカノクラシックバレエアカデミー
（優秀指導者賞）
中野 敬⼦

3位 1007 児⽟ 湊 Puff, the Magic Dragon ailes dance club
（優秀指導者賞）
岸端 美保

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 2007 ⼩原 ⿇⾥ Wandering soul フリー
（最優秀指導者賞）
⼭下 菜奈

2位 2005 秋元 栞 Coherent シムズバレエ
（優秀指導者賞）
畠⼭ 慎⼀・井向 健⼆

3位 2003 福⽥ 桃⼦ Song for Octave IK noelle Ballet Contemporary
（優秀指導者賞）
井向 健⼆・⽥中 ノエル

3位 2009 原 周⽯ tell me your name フリー

【コンテンポラリー・シニアの部】

【コンテンポラリー・ジュニアの部】

【中学⽣の部C】

【⾼校⽣の部】

【シニアの部】

【中学⽣の部B】



岸 琴⾳ 眠れる森の美⼥より第1幕ローズのVa

岸 琴⾳ 眠れる森の美⼥より第1幕ローズのVa

⼩井⼟ りりか ドン・キホーテより第3幕キトリのVa
秋元 栞 ⽩⿃の湖より第3幕オディールのVa
倉⽥ 樹⾥ ドン・キホーテより第2幕ドルシネア姫のVa
⼩林 ⾥奈 ジゼルより第1幕ジゼルのVa
中澤 京平 ⽩⿃の湖より第3幕王⼦のVa
奥澤 愛深 海賊より第3幕メドーラのVa
本間 響 ドン・キホーテより第3幕バジルのVa

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

ミュンヘングランプリ ◆ハーフスカラシップ
⾼校⽣の部
⾼校⽣の部

8001 8002 8012 8014 8021 8022 8025 8026

【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

4001 4003 4008
5002 5003 5005 5011 5016 5019 5021 5022 5025 5026
6005 6007 6008 6009 6011 6012 6017 6022 6023 6024 6025 6026
7003 7005 7007 7009 7010

【参加権】
・ミュンヘングランプリ
8001 8002 8012 8014 8021 8022 8025 8026
9004 9007 9010

【参加権】
・ミュンヘンサマーワークショップ

5002 5003 5019
6017

【参加権】
・スイス国⽴チューリッヒダンスアカデミー

⾼校⽣の部
⾼校⽣の部
⾼校⽣の部
シニアの部
シニアの部


