
【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

【ロシアバレエ サマーキャンプ2022⻑野 参加権】
coming soon

順位 名前 作品名

北陸中⽇新聞社賞 ⼩⽵  ⾥⼼ 眠れる森の美⼥より 銀の精のVa
ecole・de・HB 徳⼭ 華代先⽣

北陸中⽇新聞社賞 吉⽥  綾乃 くるみ割り⼈形より⾦平糖のVa
フリー 

⽯川テレビ放送賞 佐藤 清美 ドン・キホーテ第２幕よりキューピットのVa
新潟バレエスクール 桜井 えりか先⽣、桜井 京⼦先⽣ 

⽯川テレビ放送賞 塚本 恭加 眠れる森の美⼥よりフロリナ王⼥のVa 
F Ballet Studio 福本 弘美先⽣

⽯川テレビ放送賞 中村 直美 ⽩⿃の湖よりパ・ド・トロワ第１Va
Maron de Ballet 出越 彩奈先⽣、出越 茜先⽣

バレリーナ賞 PA04
バレリーナ賞 PB01
バレリーナ賞 PB02
バレリーナ賞 PS03
スターダスト賞 PA05
スターダスト賞 PB03
スターダスト賞 PB04

第7回Brilliant Starsバレエコンペティション 2022in⽯川
⼤会結果速報

プレコンペティション部⾨



順位 名前 作品名

第1位 北陸中⽇新聞社賞 ⽔江 奈那⼦ ⽩⿃の湖よりパ・ド・トロワ第１Va
  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 ⽯川テレビ放送賞 中⽥ このみ ラ･フィユ･マル・ガルデよりリーズのVa
  優秀指導者賞 ブランバレエスタジオ 森⼝ 多絵先⽣
第3位 信岡 志織 フェアリードールのVa
  優秀指導者賞 ブランバレエスタジオ 森⼝ 多絵先⽣
第4位 福地 環 眠れる森の美⼥よりフロリナ王⼥のVa 

クレール ・バレエスタジオ
第5位 森川 苺 眠れる森の美⼥よりフロリナ王⼥のVa 

グランディールバレエスタジオ

優秀賞 VA02
優秀賞 VA07

順位 名前 作品名

第1位 北陸中⽇新聞社賞 上野 美結 卒業舞踏会よりVa
  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 ⽯川テレビ放送賞 向 優⾥⼦ 卒業舞踏会よりVa
  優秀指導者賞 Maron de Ballet 出越 彩奈先⽣、出越 茜先⽣
第3位 滋野 りあ ラ･フィユ･マル・ガルデよりリーズのVa
  優秀指導者賞 ブランバレエスタジオ 森⼝ 多絵先⽣
第3位 ⿊岡 桃⼦ ドン・キホーテ第２幕よりキューピットのVa
  優秀指導者賞 夢⽻美友バレエ＆ミュージカルスクール 夢⽻ 美友先⽣
第5位 森川 柚 ラ･フィユ･マル・ガルデよりリーズのVa

グランディールバレエスタジオ

優秀賞 VB01
優秀賞 VB03
優秀賞 VB15
優秀賞 VB18

【VB】

【VA】
コンペティション部⾨



順位 名前 作品名

第1位 北陸中⽇新聞社賞 ⼩林 華⼦ パキータよりVa
  最優秀指導者賞 フクイバレエ団・研究所 林下 幸世先⽣
第2位 ⽯川テレビ放送賞 鎌⽥ 姫⾐ 海賊より オダリスクのVa
  優秀指導者賞 バレエスタジオ コンチェルト 東野 泰⼦先⽣
第3位 中⽥ こころ 眠れる森の美⼥第１幕よりオーロラ姫のVa 
  優秀指導者賞 ブランバレエスタジオ 森⼝ 多絵先⽣
第4位 笠原 佳恋 騎兵隊の休息よりVa

クレール ・バレエスタジオ
第5位 安⽥ 芽⽣ ドン・キホーテ第２幕より森の⼥王のVa

ecole・de・HB
第6位 関 瑠南 眠れる森の美⼥よりフロリナ王⼥のVa 

和⽥朝⼦記念 Air Ballet Studio
第7位 ⼩林 直美 ⽩⿃の湖よりパ・ド・トロワ第１Va

坪⽥バレエスクール
第8位 串⽥ 樹⾳ パキータよりVa

和⽥朝⼦記念 Air Ballet Studio
第9位 岩佐 凜 ドン・キホーテ第２幕よりキューピットのVa

和⽥朝⼦記念 Air Ballet Studio
第10位 北出 つぐみ ドン・キホーテ第２幕よりキューピットのVa

横倉明⼦バレエ教室

優秀賞 VC02
優秀賞 VC04
優秀賞 VC05
優秀賞 VC09
優秀賞 VC11
優秀賞 VC13
優秀賞 VC14
優秀賞 VC15
優秀賞 VC31
優秀賞 VC34
優秀賞 VC35
優秀賞 VC39
優秀賞 VC40

【VC】



順位 名前 作品名

第1位 北陸中⽇新聞社賞 浅野 百穂 ディアナとアクティオンよりディアナのVa
  最優秀指導者賞 横倉明⼦バレエ教室 横倉 明⼦先⽣
第2位 ⽯川テレビ放送賞 ⼩林 凉⼦ エスメラルダよりVa
  優秀指導者賞 Dance Space 市川 透先⽣
第3位 池⽥ ⼼⾳ アルレキナーダよりVa
  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4位 鎌倉 恋七 ⽩⿃の湖よりオディールのVa

横倉明⼦バレエ教室
第5位 ⽯⽥ ⼼結 ライモンダよりライモンダのVa

ブランバレエスタジオ
第6位 森⼭ 天⾳ 眠れる森の美⼥第３幕よりオーロラ姫のVa 

新潟バレエスクール
第7位 菊池 花鳳 エスメラルダよりVa

バレエスタジオ コンチェルト
第8位 江川 眞⼦ コッペリア第３幕よりスワニルダのVa

Dance Space
第9位 織部 芳朗 ラ･フィユ･マル・ガルデよりコーラスのVa

Swan International Ballet school
第10位 デイヴィス  夢華 ドン・キホーテ第２幕よりキューピットのVa

ecole・de・HB

優秀賞 VD01
優秀賞 VD02
優秀賞 VD03
優秀賞 VD13
優秀賞 VD15
優秀賞 VD17
優秀賞 VD19
優秀賞 VD23
優秀賞 VD25
優秀賞 VD28
優秀賞 VD30
優秀賞 VD37
優秀賞 VD41

【VD】



順位 名前 作品名

第1位 北陸中⽇新聞社賞 ⼩林 彩曖美 パキータよりパ・ド・トロワのVa
  最優秀指導者賞 Swan International Ballet School 渡邉 真由美先⽣
第2位 ⽯川テレビ放送賞 ⾼藤 帆花 コッペリア第１幕よりスワニルダのVa
  優秀指導者賞 スズキ・バレエアート・スタジオ 鈴⽊ ⾥佳先⽣
第3位 巻 ⾥美 シルヴィアよりVa
  優秀指導者賞 横倉明⼦バレエ教室 横倉 明⼦先⽣

優秀賞 VE01
優秀賞 VE03

順位 名前 作品名

第1位 北陸中⽇新聞社賞 ⽊村 仁美 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 ⽯川テレビ放送賞 安⽥ 芽⽣ 課題作品 A
  優秀指導者賞 ecole・de・HB 徳⼭ 華代先⽣
第3位 中⽥ 真央 課題作品 A
  優秀指導者賞 ティアラバレエスペース 杉野 聡⼦先⽣

優秀賞 CA01
優秀賞 CA02
優秀賞 CA03

【CA】
コンテンポラリー部⾨

【VE】



順位 名前 作品名

第1位 北陸中⽇新聞社賞 池⽥ ⼼⾳ Place I Belong
  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 ⽯川テレビ放送賞 ⾼⽊ 優 FREEFALL 
  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3位 野上 莉彩⼦ 課題作品 A
  優秀指導者賞 ブランバレエスタジオ 森⼝ 多絵先⽣
第4位 森⼭ 天⾳ 課題作品 A-2

新潟バレエスクール
第4位 紅⾕ 実柚 ⽉の涙

和⽥朝⼦記念 Air Ballet Studio
第6位 笠原 佳恋 課題作品 B

クレール ・バレエスタジオ
第7位 ⼩林 哲也 課題作品 A-2

フクイバレエ団・研究所
第8位 茂⽊ 琉菜 課題作品 A-2

新潟バレエスクール

優秀賞 CB01
優秀賞 CB02
優秀賞 CB12
優秀賞 CB15
優秀賞 CB18

順位 名前 作品名

第1位 北陸中⽇新聞社賞 千代 朱織 Where is the focus?
  最優秀指導者賞 KCS中⻄優⼦ダンススペース 中⻄ 優⼦先⽣

【CC】

【CB】



【Brilliant Stars Ballet Competition Grand Prize】
池⽥ ⼼⾳ Place I Belong
クレール ・バレエスタジオ

【アンドレイ・オルロフ先⽣審査員特別賞】
⼩林 凉⼦ エスメラルダよりVa
Dance Space
福本 花星 ドン・キホーテ第２幕よりドルシネア姫のVa
F Ballet Studio

【鈴⽊⻯先⽣審査員特別賞】
野上 莉彩⼦ 課題作品 A
ブランバレエスタジオ
⼩林 哲也 課題作品 A-2
フクイバレエ団・研究所

【東野泰⼦先⽣審査員特別賞】
塚本 恭加 眠れる森の美⼥よりフロリナ王⼥のVa 
F Ballet Studio
佐藤 莉⼼ ⽩⿃の湖よりパ・ド・トロワ第１Va
新潟バレエスクール

【本島美和先⽣審査員特別賞】
吉⽥  綾乃 くるみ割り⼈形より⾦平糖のVa
フリー
鎌⽥ 姫⾐ 海賊より オダリスクのVa
バレエスタジオ コンチェルト


