
【ロシア国⽴ワガノワバレエアカデミー参加権】
coming soon

【ロシア国⽴ノボシビルスク・バレエ学校参加権】
coming soon

【ルドルフ・ヌレエフ記念ロシア国⽴ウファバレエ学校参加権】
coming soon

プレコンペティション部⾨
順位 名前 作品名

中⽇新聞社賞 和本 絃 ドン・キホーテ第2幕よりドルシネア姫のVa
アースバレエ  中村 綾先⽣

コンペティション部⾨
【VA】 順位 名前 作品名

第1位 中⽇新聞社賞 鈴⽊ 麗 コッペリア第1幕よりスワニルダのVa
  最優秀指導者賞 いちやなぎ多鶴バレエ学園 ⼀柳 多鶴先⽣、⼀柳 麗先⽣
第2位 和本 絃 パキータよりVa
  優秀指導者賞 アースバレエ  中村 綾先⽣
第3位 藤井 芽愛 眠れる森の美⼥より宝⽯のVa
  優秀指導者賞 Prima fille バレエスクール ⻄村 さよ先⽣

優秀賞 ⾺場 茉実
優秀賞 濱⼝ 愛梨

第5回Brilliant Starsバレエコンペティション 2021in京都
⼤会結果速報



【VB】 順位 名前 作品名
第1位 中⽇新聞社賞 藤井 真愛 海賊よりオダリスクのVa
  最優秀指導者賞 Prima fille バレエスクール ⻄村 さよ先⽣
第2位 武⽥ 莉幸 眠れる森の美⼥よりフロリナ王⼥のVa 
  優秀指導者賞 森⾼⼦バレエ教室 森 ⾼⼦先⽣、森 有菜先⽣
第3位 江平 真緒 パキータよりVa
  優秀指導者賞 森⾼⼦バレエ教室 森 ⾼⼦先⽣、森 有菜先⽣
第4位 坂⼝ 颯志朗 パリの炎よりフィリップのVa

Lien Ballet Studio
第5位 ⼭⽥ 悠喜 眠れる森の美⼥よりフロリナ王⼥のVa 

Anne Ballerina
第6位 上野 美結 アルレキナーダよりVa

クレールバレエスタジオ
第7位 松本 瑚乎 眠れる森の美⼥よりフロリナ王⼥のVa 

真忠久美⼦バレエスタジオ
第8位 ⼤井 祐奈 眠れる森の美⼥よりフロリナ王⼥のVa 

ひろせバレエ
第9位 川本 咲絵 ジゼルよりペザントの第1Va

ひろせバレエ
第10位 管野 いち乃 ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa

Anne-Grace.Ballet Studio

優秀賞 向 優⾥⼦
優秀賞 ⼭中 咲季
優秀賞 濱⼝ 優芽
優秀賞 向井 梨華
優秀賞 髙野 雅
優秀賞 加藤 ⼼琴



【VC】 順位 名前 作品名
第1位 中⽇新聞社賞 江平 ⽟希 パキータよりVa
  最優秀指導者賞 森⾼⼦バレエ教室 森 ⾼⼦先⽣、森 有菜先⽣
第2位 ⽊村 花帆 パリの炎よりジャンヌのVa
  優秀指導者賞 スコレーバレエアート 末松 かよ先⽣
第3位 井⽥ さくら ドン・キホーテ第2幕よりドルシネア姫のVa
  優秀指導者賞 ⼤垣バレエスクール ⼩⼭ 美登利先⽣
第4位 ⼟井 裕太 パキータよりリュシアンのVa

川畑⿇⼸バレエ教室
第5位 笠原 佳恋 アルレキナーダよりVa

クレールバレエスタジオ
第5位 中⽥ 紗綾 パキータよりVa

森⾼⼦バレエ教室
第7位 藤本 宥奈 ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa

ひろせバレエ
第8位 川本 叶絵 サタネラのVa

ひろせバレエ
第9位 倉⽥ 知⾥ タリスマンよりVa

スコレーバレエアート
第10位 清⽔ ことり パキータよりVa

co.,coエレガンス⻑⾕川千洋バレエスクール

優秀賞 松岡 茉泉
優秀賞 渡邉 りん
優秀賞 美藤 舞帆
優秀賞 ⿑藤 優⽇
優秀賞 ⽯浦 千聖
優秀賞 尾﨑 莉沙
優秀賞 ⼩泉 百花
優秀賞 下元 茉夏
優秀賞 ⼭本 みおな
優秀賞 江本 珠翠



【VD】 順位 名前 作品名
第1位 中⽇新聞社賞 廣 沙帆⼦ フローラの⽬覚めよりフローラのVa
  最優秀指導者賞 まゆらバレエスタジオ 三澤 まゆら先⽣
第2位 若林 蒼依 ライモンダ第1幕よりピチカートのVa.
  優秀指導者賞 真忠久美⼦バレエスタジオ 真忠 久美⼦先⽣
第3位 住⾕ 美怜 エスメラルダよりVa
  優秀指導者賞 森⾼⼦バレエ教室 森 ⾼⼦先⽣、森 有菜先⽣
第4位 塩瀬 友梨 海賊よりメドーラのVa

森⾼⼦バレエ教室
第5位 ⻑澤 希実 アルレキナーダよりVa

真忠久美⼦バレエスタジオ
第6位 今⻄ 胡桃 コッペリア第3幕よりスワニルダのVa

バレエスタジオミーシャ
第7位 本⼭ 可望 ライモンダ第1幕よりピチカートのVa

バレエスタジオ コンチェルト
第8位 柿澤 舞 眠れる森の美⼥第1幕よりオーロラ姫のVa 

Kamijo Ballet
第8位 深⾕ もも⾹ フローラの⽬覚めよりVa

バレエスタジオ コンチェルト
第10位 ⾏元 萌々⾹ エスメラルダよりVa

エトワールバレエスクール

優秀賞 井⽥ 杏⾳來
優秀賞 坂本 ひなた
優秀賞 武⽮ 琉花
優秀賞 ⼭家 寧⾳
優秀賞 ⼭⼝ 望
優秀賞 藤坂 ひな



【VE】 順位 名前 作品名
第1位 中⽇新聞社賞 川原 愛菜 パキータよりVa
  最優秀指導者賞 森⾼⼦バレエ教室 森 ⾼⼦先⽣、森 有菜先⽣
第2位 梅⽥ 健汰 タリスマンよりVa
  優秀指導者賞 三輪桂⼦バレエスタジオ 三輪 桂⼦先⽣
第3位 河野 真⾥杏 ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa
  優秀指導者賞 Kamijo Ballet 濱⼝ 愛先⽣
第4位 清⽔ 梨那 エスメラルダよりVa

Grandir Ballet Academy
第5位 中川 彩乃 パキータよりエトワールのVa

バレエスタジオ コンチェルト
第6位 仲⽥ 毬乃 眠れる森の美⼥第1幕よりオーロラ姫のVa 

はなやまバレエスクール
第7位 古澤 舞加 ライモンダ第1幕よりライモンダのVa

陽バレエスクール
第8位 河内 美裕 眠れるの森の美⼥第3幕よりオーロラのVa

鮫島バレエスクール

優秀賞 ⾕本 乃亜
優秀賞 ⾦町 真由⼦
優秀賞 宮前 真理
優秀賞 ⼤城 未桜

コンテンポラリー部⾨
【CA】 順位 名前 作品名

第1位 中⽇新聞社賞 上野 美結 課題作品 A
  最優秀指導者賞 クレールバレエスタジオ 髙村 裕江先⽣、吉⽥ 早希先⽣
第2位 渡辺 咲⽣ 課題作品 A
  優秀指導者賞 トモエバレエスタジオ 井⼿ 智絵先⽣
第2位 ⼩泉 百花 課題作品 A
  優秀指導者賞 トモエバレエスタジオ 井⼿ 智絵先⽣

【CB】 順位 名前 作品名
第1位 中⽇新聞社賞 南原 彩花 課題作品 B
  最優秀指導者賞 Ecole de Ballet Asuka（エコールドゥバレエアスカ） 上⽥ 明⾹先⽣
第2位 仲⽥ 毬乃 課題作品 B
  優秀指導者賞 はなやまバレエスクール 花⼭ 知栄⼦先⽣
第3位 笠原 佳恋 課題作品 A
  優秀指導者賞 クレールバレエスタジオ 髙村 裕江先⽣、吉⽥ 早希先⽣



【CC】 順位 名前 作品名
第1位 中⽇新聞社賞 岩嵜 りりか Chemin de la Croix
  最優秀指導者賞 京都コンテンポラリーバレエオープンクラス 吉本 渚先⽣
第2位 河内 美裕 Prelude
  優秀指導者賞 鮫島バレエスクール 鮫島 洋⼦先⽣
第3位 該当者なし

優秀賞 ⼤内 百々⾹

【最優秀最⾼得点賞】
廣 沙帆⼦ フローラの⽬覚めよりフローラのVa
まゆらバレエスタジオ

【アンドレイ・オルロフ先⽣審査員特別賞】
江平 ⽟希 パキータよりVa
森⾼⼦バレエ教室
梅⽥ 健汰 タリスマンよりVa
三輪桂⼦バレエスタジオ

【東野泰⼦先⽣審査員特別賞】
河野 真⾥杏 ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa
Kamijo Ballet
清⽔ 梨那 エスメラルダよりVa
Grandir Ballet Academy

【本島美和先⽣審査員特別賞】
倉⽥ 知⾥ タリスマンよりVa
スコレーバレエアート
廣 沙帆⼦ フローラの⽬覚めよりフローラのVa
まゆらバレエスタジオ

【池ヶ⾕奏先⽣審査員特別賞】
上野 美結 課題作品 A
クレールバレエスタジオ
岩嵜 りりか Chemin de la Croix
京都コンテンポラリーバレエオープンクラス


