
【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

順位 名前 作品名

中⽇新聞社賞 加納 律 ドン・キホーテ第2幕よりキューピットのVa
スターライツ バレエ アカデミー 恒吉 晃⼦先⽣

中⽇新聞社賞 ⽊野 ⽇菜乃 タリスマンよりVa
森⾼⼦バレエ教室 森 ⾼⼦先⽣、森 有菜先⽣

バレリーナ賞 ⽯川 輝乃 眠れる森の美⼥よりフロリナ王⼥のVa 
シャリールバレエスタジオ

バレリーナ賞 ⽯本 千智 ジゼル第1幕よりジゼルのVa
AKバレエスクール

バレリーナ賞 島尻 まゆみ ラ･フィユ･マル・ガルデよりリーズのVa
フリー

スターダスト賞 岩橋 茶希 ラ･フィユ･マル・ガルデよりリーズのVa
アクアバレエスクール

スターダスト賞 稲垣 凪沙 ⽩⿃の湖よりパ・ド・トロワ第1Va
lueur ballet

スターダスト賞 島松 ⾥和 眠れる森の美⼥よりリラの精のVa
Natsumi Ballet Academy

スターダスト賞 後藤 美樹 ⽩⿃の湖よりパ・ド・トロワ第1Va
フリー

順位 名前 作品名

第1位 中⽇新聞社賞 ⼭本 沙季 眠れる森の美⼥よりフロリナ王⼥のVa 
  最優秀指導者賞 レイバレエスクール ⽔野 伶美先⽣
第2位 奥⼭ 美瑠 ⼈形の精のVa
  優秀指導者賞 橘るみバレエスクール 橘 るみ先⽣
第3位 佐々⽊ ⽻凪 海賊よりオダリスクのVa
  優秀指導者賞 森⾼⼦バレエ教室 三河⽀部 野内 由⾥先⽣
第4位 菊野 璃々 眠れる森の美⼥よりフロリナ王⼥のVa 

Ballet Studio Cinq
第5位 加藤 柚希 眠れる森の美⼥よりフロリナ王⼥のVa 

森⾼⼦バレエ教室 三河⽀部

優秀賞 ⾦澤 遙
優秀賞 澤﨑 凜佳

第6回Brilliant Starsバレエコンペティション 2021in愛知
⼤会結果速報

プレコンペティション部⾨

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 梅原 陽葵 卒業舞踏会よりVa
  最優秀指導者賞 レイバレエスクール ⽔野 伶美先⽣
第2位 ⽥川 ⼩梅 ラ･フィユ･マル・ガルデよりリーズのVa
  優秀指導者賞 厘奈クラシックバレエカンパニー トダリンナ先⽣、⼾⽥蓮⾹先⽣
第3位 向 優⾥⼦ 眠れる森の美⼥よりフロリナ王⼥のVa 
  優秀指導者賞 Maron de Ballet 出越 彩奈先⽣、出越 茜先⽣
第3位 野⼝ 愛世菜 パキータよりVa
  優秀指導者賞 兼⼦真由美 Russian Ballet 兼⼦ 真由美先⽣
第5位 岩⼭ ミレヤ ドン・キホーテ第2幕よりキューピットのVa

AKバレエスクール
第5位 ⽯川 輝乃 眠れる森の美⼥よりフロリナ王⼥のVa 

シャリールバレエスタジオ
第7位 家村 咲莉 ライモンダ第1幕よりピチカートのVa

バレエスタジオ ラ・フェ
第8位 尾関 桃⼦ ドン・キホーテ第2幕よりドルシネア姫のVa

バレエスタジオ Coeur d'Ange
第8位 岩⽥ 彩希 ⽩⿃の湖 第１幕よりパ・ド・トロワのVa

厘奈クラシックバレエカンパニー
第10位 細⽥ ゆず パリの炎よりジャンヌのVa

レイバレエスクール

優秀賞 出⼝ 陽毬
優秀賞 松岡 愛奈
優秀賞 ⽝飼 珠々
優秀賞 針⾕ 知沙
優秀賞 若林 沙樹

【VB】



順位 名前 作品名

第1位 中⽇新聞社賞 中⽥ 紗綾 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 渡辺 百愛 ⽩⿃の湖 第１幕よりパ・ド・トロワの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 中⼭ 若菜 サタネラのVa
  優秀指導者賞 バレエスタジオ ラ・フェ 澤⽥ ⾹織先⽣
第4位 ⼩⽥ さくこ 眠れる森の美⼥よりフロリナ王⼥のVa 

中屋利萌⼦バレエスクール
第5位 下村 悠愛 サタネラのVa

まゆらバレエスタジオ
第6位 今井 霞 ⽩⿃の湖 第１幕よりパ・ド・トロワのVa

森⾼⼦バレエ教室
第7位 千北 明果 くるみ割り⼈形より⾦平糖のVa

Tiaras Ballet
第7位 伊藤 琉⾐ コッペリア第3幕よりスワニルダのVa

⽷尾和栄バレエスタジオ
第9位 下⽥ 美⽻ 海賊よりオダリスクのVa

レイバレエスクール
第9位 鄭 知惟 眠れる森の美⼥よりフロリナ王⼥のVa 

中屋利萌⼦バレエスクール

優秀賞 加藤 碧
優秀賞 古野 沙奈
優秀賞 笠間 花菜
優秀賞 河本 詩⿇
優秀賞 藤井 陽⽃
優秀賞 ⼩原 由⾐菜
優秀賞 友本 伊乃⾥
優秀賞 鈴⽊ 楽⽣
優秀賞 久嶋 彩花

【VC】



順位 名前 作品名

第1位 中⽇新聞社賞 林 あかね 海賊よりメドーラのVa
  最優秀指導者賞 ⾦澤志保バレエスタジオ ⾦澤 志保先⽣
第2位 ⽚岡 優杏 ⽩⿃の湖よりオディールの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 酒井 胡⾳実 コッペリア第1幕よりスワニルダの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4位 ⼤川 もあな エスメラルダよりVa

森⾼⼦バレエ教室
第5位 城 美也⼦ エスメラルダよりVa

森⾼⼦バレエ教室
第6位 ⽥中 舞 サタネラのVa

茉莉奈バレエスクール
第7位 牧⼾ 愛茉 眠れる森の美⼥第3幕よりオーロラ姫のVa 

バレエスタジオ コンチェルト
第8位 ⼩林 凉⼦ エスメラルダよりVa

Dance Space
第9位 梅⽥ 侑奈 フローラの⽬覚めよりVa

茉莉奈バレエスクール
第10位 塩瀬 友梨 海賊よりメドーラのVa

森⾼⼦バレエ教室

優秀賞 ⽊野 ⽇菜乃
優秀賞 ⼤野 実怜
優秀賞 清⽔ ⾹澄
優秀賞 住⾕ 美怜
優秀賞 後藤 璃乃
優秀賞 内⽥ 美優
優秀賞 ⾦﨑 未来
優秀賞 ⻑⾕川 萌⾐
優秀賞 ⾼橋 花奈
優秀賞 中⼭ 莉綾

【VD】



順位 名前 作品名

第1位 中⽇新聞社賞 瀬川 貴誉 海賊よりメドーラのVa
  最優秀指導者賞 ⽷尾和栄バレエスタジオ ⽷尾 和栄先⽣
第2位 ⽻佐⽥ 有基 パキータよりVa
  優秀指導者賞 成瀬ひろみバレエスタジオ 成瀬 ひろみ先⽣
第3位 ⾼橋 ⻘ ディアナとアクティオンよりアクティオンの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4位 斎藤 侑⾥奈 エスメラルダよりVa

宮⻄圭⼦バレエ団
第5位 新井 雛乃 ディアナとアクティオンよりディアナのVa

バレエスタジオ Coeur d'Ange
第6位 髙上 凌良 海賊よりアリのVa

佐藤昌⼦バレエアカデミー
第7位 中⼭ 乃綾 エスメラルダよりVa

まゆらバレエスタジオ
第8位 今村 莉⼦ パキータよりエトワールのVa

宮⻄圭⼦バレエ団
第9位 松⽥ 愛陽 エスメラルダよりVa

坪⽥バレエスクール
第10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10位 岩堀 佳奈 ファラオの娘よりアスピシアのVa

ステップ・ワークスバレエ

優秀賞 ⽯川 莉⼦
優秀賞 筒井 怜奈
優秀賞 祖⽗江 莉穂

順位 名前 作品名

第1位 中⽇新聞社賞 該当者なし
  最優秀指導者賞
第2位 向 優⾥⼦ 課題作品 A
  優秀指導者賞 Maron de Ballet 出越 彩奈先⽣、出越 茜先⽣

順位 名前 作品名

第1位 中⽇新聞社賞 ⽚岡 優杏 Conflict
  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 酒井 胡⾳実 Best showtime
  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 該当者なし
  優秀指導者賞

優秀賞 森 彩葉

【VE】

コンテンポラリー部⾨
【CA】

【CB】



順位 名前 作品名

第1位 中⽇新聞社賞 該当者なし
  最優秀指導者賞
第2位 該当者なし
  優秀指導者賞
第3位 該当者なし
  優秀指導者賞

優秀賞 吉⽥ 珠⾥

【Brilliant Stars Ballet Competition Grand Prize】
林 あかね 海賊よりメドーラのVa
⾦澤志保バレエスタジオ

【アンドレイ・オルロフ先⽣審査員特別賞】
梅⽥ 侑奈 フローラの⽬覚めよりVa
茉莉奈バレエスクール
⽻佐⽥ 有基 パキータよりVa
成瀬ひろみバレエスタジオ
瀬川 貴誉 海賊よりメドーラのVa
⽷尾和栄バレエスタジオ

【東野泰⼦先⽣審査員特別賞】
梅原 陽葵 卒業舞踏会よりVa
レイバレエスクール
⽥川 ⼩梅 ラ･フィユ･マル・ガルデよりリーズのVa
厘奈クラシックバレエカンパニー

【本島美和先⽣審査員特別賞】
林 あかね 海賊よりメドーラのVa
⾦澤志保バレエスタジオ
酒井 胡⾳実 コッペリア第1幕よりスワニルダのVa
森⾼⼦バレエ教室

【平⼭素⼦先⽣審査員特別賞】
⽚岡 優杏 Conflict
森⾼⼦バレエ教室

【CC】


