
賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 309 鈴⽊ 結夢 ⽩⿃の湖より第1幕パ・ド・トロワ第1のVa 須⾙りさクラシックバレエ
（最優秀指導者賞）
須⾙ りさ

2位 304 佐々⽊ 颯⾹ ドン・キホーテよりキューピッドのVa ⿊⽊隆江バレエスタジオ
（優秀指導者賞）
⿊⽊ 隆江

3位 306 中平 華都 眠れる森の美⼥より第3幕フロリナ王⼥のVa ⿊⽊隆江バレエスタジオ ⿊⽊ 隆江

4位 307 福江 帆花 眠れる森の美⼥より第3幕フロリナ王⼥のVa GRACE BALLET SCHOOL 中⼭ めぐみ
5位 305 トンプソン アンジェリカ エンジェル 眠れる森の美⼥より第3幕フロリナ王⼥のVa ⽵内⾥美エコール・ド・バレエ ⽵内 ⾥美

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 119 井上 璃乃 コッペリアより第3幕スワニルダのVa バレエスタジオPRELUDE
（最優秀指導者賞）
舞原 聖⼦

2位 135 ⽥中 獅煌 パキータよりリュシアンのVa 古賀理枝バレエスタジオ
（優秀指導者賞）
古賀 理枝

3位 118 ⼆⽊ 咲良 フェアリードールより⼈形の精のVa ⽵内翼バレエスタジオ
（優秀指導者賞）
⽵内 翼

4位 133 熊本 ちひろ ⼈形の精のVa GRACE BALLET SCHOOL 中⼭ めぐみ
5位 116 徳永 果歩 ラ・フィーユ・マル・ガルデよりリーズのVa みのりバレエスタジオ 荒⾦ みのり
6位 113 中⼭ ひまり 眠れる森の美⼥より第3幕フロリナ王⼥のVa GRACE BALLET SCHOOL 中⼭ めぐみ
7位 115 ⾼村 順奈 コッペリアより第1幕スワニルダのVa みのりバレエスタジオ 荒⾦ みのり
8位 129 宮下 結⾐  眠れる森の美⼥より第3幕フロリナ王⼥のVa ガリビヤンバレエアカデミー アザット ガリビヤン・ガリビヤン 奈帆
9位 106 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
10位 112 ⼭灰 こはる パキータより第4ソリストのVa ⽵内翼バレエスタジオ ⽵内 翼

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 212 泉 碧乃 ⽩⿃の湖より第1幕パ・ド・トロワ第1のVa KMA熊本ミュージックアーティストバレエスクール
（最優秀指導者賞）
岩井 佐代

2位 213 松本 実夏 ジゼルより第1幕ペザントのVa 加藤由紀⼦バレエ教室
（優秀指導者賞）
加藤 由紀⼦

3位 207 川下 凜乃 ドン・キホーテより第3幕キトリのVa おがわバレエアカデミーフクオカ
（優秀指導者賞）
⼩川 ともこ

4位 211 久⽶⽥ 美采 アレルキナーダよりコロンビーヌのVa ガリビヤンバレエアカデミー アザット ガリビヤン・ガリビヤン 奈帆
5位 217 ⻄野 元気 パキータよりリュシアンの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 1004 井上 璃乃 海賊よりVa バレエスタジオPRELUDE
（最優秀指導者賞）
舞原 聖⼦

2位 1009 ⼤⼭ 蓮 海賊よりギュリナーラのVa バレエスタジオPRELUDE 舞原 聖⼦

3位 1010 内村 瑛太郎 パキータより男性第1舞踊⼿のVa ヒグチバレエスタジオ
（優秀指導者賞）
樋⼝ 尚⾹

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 2012 ⻘⼭ そら サタネラよりサタネラのVa ⽵内翼バレエスタジオ
（最優秀指導者賞）
⽵内 翼

2位 2014 ⽩⽊ ひなた パリの炎よりジャンヌのVa 加藤由紀⼦バレエ教室
（優秀指導者賞）
加藤 由紀⼦

2位 2015 宇⽥川 玲菜 ライモンダより第1幕ライモンダのVa 菜⽣バレエスタジオ
（優秀指導者賞）
中村 菜⽣

3位 2003 岡本 紗佳 パキータよりエトワールのVa KMAバレエスクール
（優秀指導者賞）
岩井 佐代

4位 2005 錦 侑莉⼦ ライモンダより第1幕ライモンダのVa 加藤由紀⼦バレエ教室 加藤 由紀⼦
5位 2019 松本 実夏 ジゼルより第1幕ペザントの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 3001 ⿊⽊ 桜 サタネラよりVa GRACE BALLET SCHOOL
（最優秀指導者賞）
中⼭ めぐみ

2位 3020 ⼤野 琴乃 タリスマンよりニリチのVa 菜⽣バレエスタジオ
（優秀指導者賞）
中村 菜⽣

3位 3012 蔵重 桃⼦ パキータよりVa GRACE BALLET SCHOOL 中⼭ めぐみ

4位 3003 油利 桃佳 アレルキナーダよりコロンビーヌのVa ガリビヤンバレエアカデミー アザット ガリビヤン・ガリビヤン 奈帆
5位 3019 喜多村 真優 ライモンダより第1幕ピチカートのVa Ballet schatz 槇本 彩⼦
6位 3009 ⽚⼭ 遙菜 ドン・キホーテより第2幕キューピッドのVa Ocean Ballet School 中村 優⼦
7位 3017 下園 杏璃咲 くるみ割り⼈形より⾦平糖のVa ヒグチバレエスタジオ 樋⼝ 尚⾹

【バレエシューズCの部】

Victoire Ballet Competition FUKUOKA 2021

【⼩学⽣Aの部】

【⼩学⽣Bの部】

【中学⽣Aの部】

【バレエシューズAの部】

【バレエシューズBの部】



賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 4011 上京⽥ 華凛 ライモンダより第2幕ライモンダのVa クラシックバレエフレイス
（最優秀指導者賞）
徳⽥ 美⾥

2位 4033 ⽥中 惺 ⽩⿃の湖より第1幕 パ・ド・トロワ第2Va 加藤由紀⼦バレエ教室
（優秀指導者賞）
加藤 由紀⼦

3位 4027 ⽊村 紗菜 フローラの⽬覚めよりVa GRACE BALLET SCHOOL
（優秀指導者賞）
中⼭ めぐみ

4位 4017 浦⽔ レイ ドン・キホーテより第2幕ドルシネアのVa ユリコバレエスタジオ ⽥上 由⾥⼦
5位 4019 松野 果歩 パキータよりソリストのVa Ballet Schatz 槇本 彩⼦
6位 4024 ⼤塚 智怜 サタネラよりサタネラのVa 菜⽣バレエスタジオ 中村 菜⽣
7位 4001 野中 綾乃 眠れる森の美⼥より第3幕オーロラ姫のVa 菜⽣バレエスタジオ 中村 菜⽣
8位 4026 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 ⼩川 ともこ・⽥村 梨奈
9位 4018 ⼭脇 ⼩夜 ドン・キホーテより第3幕キトリのVa ⽵内翼バレエスタジオ ⽵内 翼
10位 4015 武富 法⼦ 眠れる森の美⼥より第3幕オーロラ姫のVa 東バレエスタジオ 東 奈々⼦

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 5012 檜垣 七都 コッペリアより第1幕スワニルダのVa Ballet schatz
（最優秀指導者賞）
槇本 彩⼦

2位 5001 北⼭ 桃⾹ ラ・バヤデールよりガムザッティのVa ⾕野みき⼦バレエスクール
（優秀指導者賞）
⾕野 みき⼦

3位 5002 ⼩⻄ 咲来 ジゼルよりジゼルのVa ⽥中千賀⼦バレエ団
（優秀指導者賞）
⽥中 ルリ

4位 5016 鈴⽊ 薫 パキータよりVa Mʼs Ballet Studio 森島 美奈⼦
5位 5019 今村 敬 ドン・キホーテより第3幕バジルのVa ゆりこバレエスタジオ 中尾 百合⼦
6位 5010 吉岡 佳漣 エスメラルダより第1幕エスメラルダのVa ガリビヤンバレエアカデミー アザット ガリビヤン・ガリビヤン 奈帆

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 6023 梅野 華乃 ワルプルギスの夜よりVa 古賀理枝バレエスタジオ
（最優秀指導者賞）
古賀 理枝・梅野 公徳

2位 6013 ⼭⽥ 凜 キューピッドのVa StudioBlatt
（優秀指導者賞）
⽮野 友葉

3位 6027 桑野 蒼空 眠れる森の美⼥より第3幕デジレ王⼦のVa みのりバレエスタジオ
（優秀指導者賞）
荒⾦ みのり

4位 6011 ⼭内 唯菜 ジゼルより第1幕ペザントのVa ユリコバレエスタジオ ⽥上 由⾥⼦
5位 6015 中⾕ 彩琉 ジゼルより第1幕ジゼルのVa バレエスタジオPRELUDE 舞原 聖⼦
6位 6020 ⼟師 桃⾹ 海賊より第2幕メドーラのVa 福岡加奈⼦バレエ研究所 村上 萌
6位 6022 ⾼浪 愛⼦ ファラオの娘より第2幕アスピシアのVa ユリノ･スクール･オブ･アメリカン･バレエ ⽵内 佑⾥野

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 該当者無し

2位 8001 ⼭本 涼花 パキータよりエトワールのVa 安⽥尚⼦バレエアカデミー
（優秀指導者賞）
安⽥ 尚⼦

3位 8005 吉井 亜紀 エスメラルダよりエスメラルダのVa 坂本バレエスタジオ
（優秀指導者賞）
坂本 順⼦

賞 EN.NO お名前 曲名 団体名 指導者名

1位 7002 北⼭ 桃⾹ ensuite ⾕野みき⼦バレエスクール
（最優秀指導者賞）
⾕野 みき⼦

2位 7003 ⼭⽥ 凜 Fly StudioBlatt
（優秀指導者賞）
⽮野 友葉

檜垣七都 コッペリアより第1幕スワニルダのVa

檜垣七都 コッペリアより第1幕スワニルダのVa

上京⽥華凛 ライモンダより第2幕ライモンダのVa

【⾼校⽣の部】

中学⽣の部C

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B  

【コンテンポラリーの部】

審査員特別賞
中学⽣の部C  

ミュンヘングランプリ ◆スカラシップ

【シニアの部】

【中学⽣Bの部】

【中学⽣Cの部】



【参加権】
・ミュンヘングランプリ

6011 6013 6015 6020 6022 6023 6027
8001 8005

【参加権】
・ミュンヘンサマーワークショップ

6011 6013 6015 6020 6022 6023 6027

【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
2003 2005 2012 2014 2015 2019
3001 3003 3009 3012 3017 3019 3020
4001 4011 4015 4017 4018 4019 4024 4026 4027 4033
5001 5002 5010 5012 5016 5019

【参加権】
・スイス国⽴チューリッヒダンスアカデミー
2012 2015
3001 3020
4027 4033


