
賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 102 佐々⽊ 颯⾹ 海賊より第3幕オダリスクのVa ⿊⽊隆江バレエスタジオ
（最優秀指導者賞）
⿊⽊ 隆江

2位 104 中平 華都 卒業舞踏会のVa ⿊⽊隆江バレエスタジオ ⿊⽊ 隆江

3位 101 ⼆俣 アンノ フェアリードールより⼈形のVa Grace Ballet School
（優秀指導者賞）
中⼭ めぐみ

4位 103 福江 帆花 パキータより第4Va Grace Ballet School 中⼭ めぐみ

4位 105 葛⻄ 琴 眠れる森の美⼥よりフロリナ王⼥のVa Grace Ballet School 中⼭ めぐみ

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 1017 ⼩出 瑶⼰ ダイアナとアクティオンよりダイアナのVa ⿊⽊隆江バレエスタジオ
（最優秀指導者賞）
⿊⽊ 隆江

2位 1024 井上 璃乃 コッペリア第3幕よりスワニルダのVa バレエスタジオPRELUDE
（優秀指導者賞）
舞原 聖⼦

3位 1012 ⽯坂 信乃 ラ・フィーユ・マル・ガルデよりリーズのVa バレエスタジオ ブリエ
（優秀指導者賞）
⾼⽊ 裕次・伊東 真央

4位 1021 末武 咲良 パキータよりVa ⽵内翼バレエスタジオ ⽵内 翼

5位 1019 ⾼村 順奈 パキータより第5ソリストのVa みのりバレエスタジオ 荒⾦ みのり

6位 1005 ⼩野⾕ 明来海 タリスマンよりニリチのVa ⿊⽊隆江バレエスタジオ ⿊⽊ 隆江

7位 1016 ⼭灰 こはる アルレキナーダよりコロンビーヌのVa ⽵内翼バレエスタジオ ⽵内 翼

8位 1020 ⽊村 咲穂 パキータより第4Va Grace Ballet School 中⼭ めぐみ

9位 1009 ⾕⼝ 瑠智彩 パキータより第4Va クラッシックバレエフレイス 徳⽥ 美⾥

9位 1014 ⽥中 愛梨 パキータよりソリストのVa さおりバレエスタジオ 柏⽊ 沙織

10位 1001 野村 真⿇ 眠れる森の美⼥よりフロリナ王⼥のVa ⿊⽊隆江バレエスタジオ ⿊⽊ 隆江

10位 1010 塩満 由唯 眠れる森の美⼥より第3幕フロリナ王⼥のVa 加藤由紀⼦バレエ教室 加藤 由紀⼦

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 2005 ⼩出 瑶⼰ 海賊より第3幕オダリスク第3Va ⿊⽊隆江バレエスタジオ
（最優秀指導者賞）
⿊⽊ 隆江

2位 2006 ⾼⽊ 康成 ⽩⿃の湖より王⼦のVa バレエスタジオ ブリエ
（優秀指導者賞）
⾼⽊ 裕次・伊東 真央

3位 2001 ⼩野⾕ 明来海 タリスマンよりニリチのVa ⿊⽊隆江バレエスタジオ ⿊⽊ 隆江

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 3003 井上 璃乃 コッペリア第3幕よりスワニルダのVa バレエスタジオPRELUDE
（最優秀指導者賞）
舞原 聖⼦

2位 3007 熊本 ちひろ 眠れる森の美⼥よりフロリナ王⼥のVa Grace Ballet School
（優秀指導者賞）
中⼭ めぐみ

3位 3002 末武 咲良 ドン・キホーテよりキューピッドのVa ⽵内翼バレエスタジオ
（優秀指導者賞）
⽵内 翼

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 4009 ⻘⼭ そら 海賊より第3幕ギュリナーラのVa ⽵内翼バレエスタジオ
（最優秀指導者賞）
⽵内 翼

2位 4002 古川 ⾳寧 卒業舞踏会よりVa ⻄梶勝・芳恵バレエスタジオ
（優秀指導者賞）
⻄梶 勝

3位 4001 ⼭﨑 ⾵花 サタネラよりサタネラのVa Glanzen Ballet
（優秀指導者賞）
⼟井 綾⼦

3位 4011 ⽩⽊ ひなた コッペリアより第3幕スワニルダのVa 加藤由紀⼦バレエ教室
（優秀指導者賞）
加藤 由紀⼦

3位 4014 ⽯丸 杏菜 眠れる森の美⼥よりフロリナ王⼥のVa フリー

Victoire Ballet Competition FUKUOKA 2022
【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 5001 ⿊⽊ 桜 騎兵隊の休息よりVa Grace Ballet School
（最優秀指導者賞）
中⼭ めぐみ

2位 5003 油利 桃佳 フローラの⽬覚めよりへーべのVa ガリビヤンバレエアカデミー
（優秀指導者賞）
ガリビヤン アザット・ガリビヤン奈帆

3位 5022 永尾 樹⾥ ジゼルより第1幕ジゼルのVa ゆりこバレエスタジオ
（優秀指導者賞）
中尾 百合⼦

4位 5004 前⽥ 彩⾐ グランパクラシックよりVa ⽥中千賀⼦バレエ団 ⽥中 ルリ

5位 5011 福⽥ ⼼愛 パキータよりVa ⿊⽊隆江バレエスタジオ ⿊⽊ 隆江

5位 5019 下園 杏璃咲 コッペリアより第1幕スワニルダのVa ヒグチバレエスタジオ 樋⼝ 尚⾹

6位 5014 ⻲川 ひまり 海賊よりVa クラシックバレエフレイス 徳⽥ 美⾥

7位 5021 ⿊岩 花⾳ 眠れる森の美⼥より第3幕フロリナ王⼥のVa 加藤由紀⼦バレエ教室 加藤 由紀⼦

8位 5002 村上 さくら ファラオの娘よりVa Grace Ballet School 中⼭ めぐみ

8位 5013 野村 美南 パキータよりVa Grace Ballet School 中⼭ めぐみ

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 6001 ⼩浦 彩楽 エスメラルダよりエスメラルダのVa 古江バレエスクール
（最優秀指導者賞）
古江 加步

2位 6016 ⽊村 紗菜 コッペリアより第3幕スワニルダのVa Grace Ballet School
（優秀指導者賞）
中⼭ めぐみ

3位 6002 ⼩森 礼愛 フローラの⽬覚めよりヘーベのVa Grace Ballet School 中⼭ めぐみ

4位 6010 松野 果歩 ライモンダより第2幕のVa Ballet Schatz 槇本 彩⼦

5位 6006 上京⽥ 華凛 アレルキナーダのVa クラシックバレエフレイス 徳⽥ 美⾥

5位 6020 川畑 ひのか 眠れる森の美⼥より第1幕オーロラ姫のVa シスアールバレエスタジオ 吉川 利枝⼦

6位 6018 プカ 花 海賊よりトリオの第3Va 緑間バレエスタジオ 緑間 貴⼦

7位 6015 ⽥村 奈々 ディアナとアクティオンより ディアナのVa おがわバレエアカデミーフクオカ 勝野マリ ⼩川ともこ

8位 6008 古賀 未都 ドン・キホーテよりドルシネア姫のVa 加藤由紀⼦バレエ教室 加藤 由紀⼦

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 7002 ⼩⻄ 咲来 ライモンダより第1幕ライモンダのVa ⽥中千賀⼦バレエ団
（最優秀指導者賞）
⽥中 ルリ

2位 7023 桑野 蒼空 ⽩⿃の湖より第3幕ジークフリート王⼦のVa みのりバレエスタジオ
（優秀指導者賞）
荒⾦ みのり

3位 7007 緑間 胡波 眠れる森の美⼥より第1幕ローズアダージオのVa 緑間バレエスタジオ
（優秀指導者賞）
緑間 貴⼦

4位 7020 中⾕ 彩琉 フローラの⽬覚めよりへーべのVa バレエスタジオPRELUDE 舞原 聖⼦

4位 7022 今村 敬 海賊よりアリのVa ゆりこバレエスタジオ 中尾 百合⼦

5位 7009 堀⽥ 花⾳ 眠れる森の美⼥より第2幕オーロラ姫のVa masako ballet 本⽥ 真理⼦・四位 昌⼦

6位 7005 檜垣 七都 アルレキナーダよりVa Ballet Schatz 槇本 彩⼦

7位 7004 吉岡 佳漣 ワルプルギスの夜よりVa ガリビヤンバレエアカデミー ガリビヤン アザット・ガリビヤン奈帆

8位 7019 古澤 彩莉珠 エスメラルダよりVa さおりバレエスタジオ 柏⽊ 沙織

9位 7001 平井 かりん アルレキナーダよりコロンビーヌのVa M.art's ballet studio 前⽥ 美⾥

9位 7017 岩佐 ⼣佳 パキータよりエトワールのVa RSバレエスタジオ ⼤久保 ⾥紗・⼤久保 沙織

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 201 柴⽥ みう ドン・キホーテより第1幕キトリのVa Ballet Schatz
（最優秀指導者賞）
槇本 彩⼦

2位 202 ⾼藤 帆花 コッペリアより第1幕スワニルダのVa スズキ・バレエアート・スタジオ
（優秀指導者賞）
鈴⽊ ⾥佳

3位 203 ⼭本 涼花 エスメラルダよりVa 安⽥尚⼦バレエアカデミー
（優秀指導者賞）
安⽥ 尚⼦

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 304 ⽯丸 杏菜 Beyond フリー

2位 306 ⼩浦 彩楽 Stella del mattino 古江バレエスクール
（優秀指導者賞）
古江 加步

3位 310 波多野 桜 Touch my Memory バレエスタジオランジュ
（優秀指導者賞）
後藤 千春

【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】

【シニアの部】



⼩浦彩楽

⼩浦彩楽

桑野蒼空
⼭本涼花

柴⽥みう
⾼藤帆花

中⾕彩琉

岡美帆
野村美南
下園杏璃咲
⼩浦彩楽
林瑠夏
⽥村奈々
川畑ひのか
⼩⻄咲来
緑間胡波
川崎梨理⾹
今村敬
桑野蒼空

中学⽣の部C

中学⽣の部C

中学⽣の部B

中学⽣の部B

中学⽣の部B

中学⽣の部C

眠れる森の美⼥よりフロリナ王⼥のVa
パキータよりVa
コッペリアより第1幕スワニルダのVa
エスメラルダよりエスメラルダのVa

中学⽣の部C

中学⽣の部C

中学⽣の部C

⾼校⽣の部
⾼校⽣の部

クイーンズランドバレエ ◆ハーフスカラシップ

エスメラルダよりエスメラルダのVa

エスメラルダよりエスメラルダのVa

⽩⿃の湖より第3幕ジークフリート王⼦のVa
エスメラルダよりVa

ドン・キホーテより第1幕キトリのVa
コッペリアより第1幕スワニルダのVa

フローラの⽬覚めよりへーべのVa

シニアの部
シニアの部

⾼校⽣の部

⾼校⽣の部
シニアの部

審査員特別賞

ミュンヘン ワークショップ ◆スカラシップ（500€進呈）

ミュンヘン グランプリ ◆スカラシップ（100€進呈）

ミュンヘン グランプリ ◆ハーフスカラシップ

クイーンズランドバレエ ◆スカラシップ

パキータよりVa
ディアナとアクティオンより ディアナのVa
眠れる森の美⼥より第1幕オーロラ姫のVa
ライモンダより第1幕ライモンダのVa
眠れる森の美⼥より第1幕ローズアダージオのVa
ドン・キホーテよりドルシネアのVa
海賊よりアリのVa
⽩⿃の湖より第3幕ジークフリート王⼦のVa

⾼校⽣の部
⾼校⽣の部
⾼校⽣の部



【参加権】
・ミュンヘングランプリ
・ミュンヘンワークショップ
・ベルギー王⽴アントワープロイヤルバレエスクール
・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
3002 3003 3007
4001 4002 4009 4011 4014
5001 5002 5003 5004 5011 5013 5014 5019 5021 5022
6001 6002 6006 6008 6010 6015 6016 6018 6020

3003 4002 4009 5001 5022 6010 6016

【参加権】
・ミュンヘングランプリ
7001 7002 7004 7005 7007 7009 7017 7019 7020 7022 7023

【参加権】
・ミュンヘンワークショップ

7001 7002 7004 7005 7007 7009 7017 7019 7020 7022 7023

【参加権】
・スイス国⽴チューリッヒダンスアカデミー


