
賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 107 松本 悠那 眠れる森の美⼥よりフロリナ姫のVa バレエ オブ アメリカ
（最優秀指導者賞）
⼭⽥ 仁美

2位 115 中⽥ 葵唯 眠れる森の美⼥より第3幕フロリナ王⼥のVa ⽥島和実バレエ・ストゥディオ
（優秀指導者賞）
⽥島 和実

3位 114 森⼭ 千畝 ドン・キホーテより第3幕キトリのVa ヒサミ・バレエ・アート
（優秀指導者賞）
⼤成 久美

4位 112 新屋 湊叶 眠れる森の美⼥より第3幕フロリナ王⼥のVa トモエバレエスタジオ 井⼿ 智絵
5位 105 川本 ⽉花稀 ドン・キホーテより第3幕キトリのVa 東條⿇利バレエ教室 東條 ⿇利
5位 106 江原 美玖 眠れる森の美⼥より第3幕フロリナ王⼥のVa ⽥島和実バレエ・ストゥディオ ⽥島 和実

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 1029 ⼤伴 ⽇花⾥ 騎兵隊の休息よりVa ⼤伴ちなみバレエ教室
（最優秀指導者賞）
⼤伴 ちなみ

2位 1026 井上 璃乃 アレルキナーダよりVa バレエスタジオPRELUDE
（優秀指導者賞）
舞原 聖⼦

3位 1023 ⻄原 ⼼咲 アレルキナーダよりVa 中野まりバレエスタジオ
（優秀指導者賞）
中野 まり

3位 1043 ⼤丸 結愛 ドン・キホーテより第3幕のVa スワンバレエカンパニー
（優秀指導者賞）
⽩⽅ 直美

4位 1027 ⽥⼝ 絢琶 コッペリアより第3幕スワニルダのVa 中野まりバレエスタジオ 中野 まり
5位 1041 渡辺 咲⽣ ラ・フィユ・マル・ガルデよりリーズのVa トモエバレエスタジオ 井⼿ 智絵
6位 1014 吐合 くるみ ドン・キホーテより第1幕キトリのVa ヒサミ・バレエ・アート ⼤成 久美
7位 1034 森本 亜伽⾳ ドン・キホーテよりドルシネアのVa Y Ballet des Anges 安富 洋⼦
8位 1011 川端 茉依 ドン・キホーテよりキューピッドのVa 萩ゆうこバレエスタジオ 萩 ゆうこ
9位 1031 福⼭ 優⽉ フェアリードールよりフェアリードールのVa 川上恵⼦バレエスクール 川上 恵⼦
10位 1020 諏訪下 莉奈 アレルキナーダよりVa 中野由佳⼦バレエスクール 中野 由佳⼦
11位 1038 ⼤⼭ 蓮 パキータよりVa バレエスタジオPRELUDE 舞原 聖⼦

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 2026 染⾕ 遙⾹ アレルキナーダよりアレルキナーダのVa トモエバレエスタジオ
（最優秀指導者賞）
井⼿ 智絵

2位 2005 深澤 咲貴 ライモンダより第1幕ピチカートのVa Aki Ballet School
（優秀指導者賞）
髙⽥ 亜紀

3位 2010 横川 愛澄 アレルキナーダよりアレルキナーダのVa スワンバレエカンパニー
（優秀指導者賞）
⽩⽅ 直美

4位 2018 若狭 アンリ パキータよりVa ⽔野弘⼦バレエ学園 株⽥ 佳⾹
5位 2011 奥⽥ 芽⼄ アレルキナーダよりVa 萩ゆうこバレエスタジオ 萩 ゆうこ
6位 2009 磯部 百花 ラ・フィユ・マル・ガルデより第1幕リーズのVa ⽥島和実バレエ・ストゥディオ ⽥島 和実
7位 2007 岡垣 よりこ ⼈形の精のVa 中野由佳⼦バレエスクール 中野 由佳⼦

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 3026 川⻄ 美代⼦ 眠れる森の美⼥より第3幕オーロラ姫のVa MAYUKO BEAUTIFUL BALLET
（最優秀指導者賞）
⾼野 真由⼦

2位 3004 ⼤丸 結愛 ドン・キホーテより第2幕キューピットのVa スワンバレエカンパニー
（優秀指導者賞）
⽩⽅ 直美

3位 3024 横川 愛澄 ラ・フィユ・マル・ガルデより第2幕リーズのVa スワンバレエカンパニー ⽩⽅ 直美

4位 3001 ⽥⼝ 絢琶 コッペリアより第3幕スワニルダのVa 中野まりバレエスタジオ 中野 まり
4位 3010 深澤 咲貴 ドン・キホーテより第2幕キューピットのVa Aki Ballet School 髙⽥ 亜紀
4位 3011 兼松 杏⾐ 眠れる森の美⼥よりフロリナ王⼥のVa 今井結⼦バレエスタジオ 今井 結⼦
5位 3018 井⽥ さくら ドン・キホーテよりドルシネアのVa ⼤垣バレエスクール ⼩⼭ 美登利

Victoire Ballet Competition KYOTO 2021
【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】

【⼩学⽣の部A】



賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 4031 松本 澪 ⽩⿃の湖より第3幕ジークフリート王⼦のVa ヨシイバレエ芸術学園
（最優秀指導者賞）
好井 満仁⼦

2位 4013 樋上 菫 海賊より第2幕メドーラのVa バレエスタジオPRELUDE
（優秀指導者賞）
舞原 聖⼦

3位 4022 今⻄ 胡桃 コッペリアよりスワニルダのVa BalletStudioMisia
（優秀指導者賞）
脇塚 ⼒

4位 4024 武⽮ 琉花 フローラの⽬覚めよりVa エトワールバレエスクール ⼤出 唯
5位 4016 若狭 アンリ 眠れる森の美⼥より第3幕フロリナ王⼥のVa ⽔野弘⼦バレエ学園 株⽥ 佳⾹
5位 4028 渋⾕ 凛 パリの炎よりジャンヌのVa Y Ballet des Anges 安富 洋⼦
6位 4029 上藤 結⾹ コッペリアより第3幕スワニルダのVa 法村友井バレエ学校 坂⽥ ⿇由美
7位 4023 鈴⽊ 玲⾐ 眠れる森の美⼥より第3幕オーロラ姫のVa エトワールバレエスクール ⼤出 唯
8位 4011 ⽥村 ⼼優 眠れる森の美⼥より第1幕ローズアダジオのVa スコレーバレエアート 末松 かよ

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 5022 檀 亜⼦ ワルプルギスの夜よりワルプルギスのVa オデットバレエスタジオ
（最優秀指導者賞）
岡本 望

2位 5005 古賀 橙⼦ アレルキナーダよりアレルキナーダのVa オデットバレエスタジオ 岡本 望

3位 5001 鮫島 古都⾳ ドン・キホーテより第2幕ドルシネアのVa Mai Ballet Studio
（優秀指導者賞）
中澤 舞

4位 5003 三⽊ 花恋 エスメラルダよりVa 佐藤由⼦バレエスタジオ 佐藤 由⼦
5位 5010 松永 華 ドン・キホーテより第2幕ドルシネアのVa Ecole de Ballet Tio 佐藤 喜⼦
6位 5020 藤本 絢葉 アレルキナーダよりVa オデットバレエスタジオ 岡本 望
7位 5006 ⼩⼭ 杏 サタネラよりサタネラのVa Mari Ballet Youth & School ⾕⽥ マリ
8位 5021 森⽥ 琉華 タリスマンよりニリチのVa スコレーバレエアート 末松 かよ
9位 5012 髙⽥ 美柚 ドン・キホーテより第3幕キトリのVa バレエスタジオアッサンブレ ⼭⾕ 浩⼦
10位 5013 中⼭ 美樹 アレルキナーダよりコロンビーヌのVa MAICOバレエスタジオ 清⽔ 舞⼦

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 6017 ヘンリーナタリー ラ・バヤデールよりガムザッティのVa 中野まりバレエスタジオ
（最優秀指導者賞）
中野 まり

2位 6014 武藤 彩夏 眠れる森の美⼥より第1幕オーロラ姫のVa オデットバレエスタジオ
（優秀指導者賞）
岡本 望

3位 6022 ⻑⾕川 寧々 コッペリアより第3幕スワニルダのVa Dance Space
（優秀指導者賞）
市川 透

4位 6021 下原 莉央 パキータよりソリストのVa ⼭⼝ゆうこバレエスクール ⼭⼝ 優⼦
5位 6013 和⽥ 奈々愛 コッペリアより第3幕スワニルダのVa エトワールバレエスクール ⼤出 唯
6位 6010 遠藤 可奈⼦ アレルキナーダよりVa YOKOクリエイティブバレエ 𠮷⽥ 洋⼦
7位 6012 坂⼝ 結 エスメラルダよりタンバリンのVa 今井結⼦バレエスタジオ 今井 結⼦

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 7006 ⼭⼝ 美織 パキータよりエトワールのVa バレエスタジオレーヴ
（最優秀指導者賞）
川⽥ しのぶ

2位 7008 佐藤 ⽣織 エスメラルダより男性のVa Y Ballet des Anges
（優秀指導者賞）
安富 洋⼦

3位 7009 勝⼜ ⽣ パリの炎より男性のVa ⿇美バレエランド
（優秀指導者賞）
岩井 ⿇美

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 8014 吉原 れい 眠れる森の美⼥より第1幕ローズアダジオのVa 北⾒典⼦バレエスクール
（最優秀指導者賞）
北⾒ 京⼦

2位 8009 三好 碧唯 エスメラルダよりVa 佐藤由⼦バレエスタジオ
（優秀指導者賞）
佐藤 由⼦

3位 8003 ⽯井 涼 グラン・パ・クラシックよりグラン・パ・クラシックのVa Aki Ballet School
（優秀指導者賞）
髙⽥ 亜紀

4位 8010 ⽟置 莉菜 ドン・キホーテより第3幕キトリのVa 法村友井バレエ学校 法村 牧緒
5位 8011 松尾 璃⼦ ⽩⿃の湖より第1幕パ・ド・トロワ第2Va クラシックバレエフレイス 徳⽥ 美⾥
6位 8001 勝原 佳⾳ コッペリアより第1幕スワニルダのVa Mari Ballet Youth & School ⾕⽥ マリ
7位 8006 巽 菜桜 ジゼルよりジゼルのVa 福本バレエアカデミー 福本 浩美

【中学⽣の部C】

【⾼校⽣の部】

【⼩学⽣の部B】

【中学⽣の部A】

【中学⽣の部B】



賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 302 髙⽥ 美⽻ 眠れる森の美⼥より第3幕オーロラ姫のVa ⽊岡多真美バレエスタジオ
（最優秀指導者賞）
⽊岡 多真美

2位 303 川本 実夢 グラン・パ・クラッシックより⼥性Va 川本バレエスタジオ
（優秀指導者賞）
川本 和彦・近藤百代

3位 301 酒井 結⾐ ジゼルより第1幕ジゼルのVa バレエスタジオミール
（優秀指導者賞）
⽯堂 雅⼦

4位 306 射⽔ 彩乃 海賊よりメドーラのVa バレエスタジオミール ⽯堂 雅⼦
4位 312 ⿇⽣ 衿加 海賊よりVa オデットバレエスタジオ 岡本 望
5位 310 ⾼⽥ 彩加 海賊よりVa NORIKO Ballet Studio ⼩川 典⼦
5位 311 ⽔野 美樹 ドン・キホーテより第3幕キトリのVa 東條バレエ教室 東條 ⿇利

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 202 ⽯井 涼 柊 Aki Ballet School
（最優秀指導者賞）
髙⽥ 亜紀

2位 201 髙⽥ 美柚 alter ego バレエスタジオアッサンブレ
（優秀指導者賞）
⼭⾕ 浩⼦

3位 203 ⾕ 葉⽉ はごろも トモコダンスプラネット
（優秀指導者賞）
今中 友⼦

檀 亜⼦ ワルプルギスの夜よりワルプルギスのVa

ヘンリーナタリー ラ・バヤデールよりガムザッティのVa

武藤 彩夏 眠れる森の美⼥より第1幕オーロラ姫のVa
⻑⾕川 寧々 コッペリアより第3幕スワニルダのVa

【参加権】
・ミュンヘングランプリ

301 302 303 306 310 311 312

【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
4011 4013 4016 4022 4023 4024 4028 4029 4031
5001 5003 5005 5006 5010 5012 5013 5020 5021 5022
6010 6012 6013 6014 6017 6021 6022
7006 7008 7009
8001 8003 8006 8009 8010 8011 8014

【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

4031
5001 5005 5019 5020
6014 6017 6021 6022
7001 7009

中学⽣の部B

ミュンヘングランプリ ◆フルスカラシップ（200€進呈）
中学⽣の部B
中学⽣の部B

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 ◆フルスカラシップ（500€進呈）

【モダン・コンテンポラリーの部】

【シニアの部】


