
※コロナウィルス感染拡大の影響により、現在、中日新聞社の後援が出来ない状況になっております。

従来の中日新聞社賞に代わり各部門の第1位とプレコンペティション部門の若干名の方にBrilliantStars賞を進呈致します。

【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

BrilliantStars賞 ⼭⽥ 美初 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  森 ⾼⼦先⽣、森 有菜先⽣

BrilliantStars賞 林 るり ⽩⿃の湖よりパ・ド・トロワ第１Va
シャリールバレエスタジオ  ⽊村 リサ先⽣

バレリーナ賞 PB01
バレリーナ賞 PB02
バレリーナ賞 PB03
バレリーナ賞 PC03
バレリーナ賞 PC04
スターダスト賞 PB04
スターダスト賞 PB05
スターダスト賞 PB06
スターダスト賞 PC01

第8回Brilliant Starsバレエコンペティション 2022in愛知 Spring Luxe
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 該当者なし

第2位 該当者なし

第3位 ⼭⾨ 妃花⾥ 眠れる森の美⼥よりフロリナ王⼥の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

優秀賞 VA01
優秀賞 VA02
優秀賞 VA04

順位 名前 作品名

第1位 BrilliantStars賞 江平 真緒 卒業舞踏会より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 横内 葵依 タリスマンより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3位 新⽥ 紗菜 ゼンツァーノの花祭りよりローザの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 渡辺 優芽 ラ･フィユ･マル・ガルデよりリーズのVa

森⾼⼦バレエ教室
第5位 武⽥ 莉幸 パキータより第4Va

森⾼⼦バレエ教室
第6位 ⾦⼭ ⽇真利 パキータより第4Va

森⾼⼦バレエ教室
第7位 窪⽥ れいら 海賊よりオダリスクのVa

KUBOTA BALLET ⾞⽥スタジオ

優秀賞 VB02
優秀賞 VB11
優秀賞 VB13
優秀賞 VB15

コンペティション部⾨
【VA】

【VB】



順位 名前 作品名

第1位 BrilliantStars賞 ⽻根⽥ 澪乃 コッペリア第３幕よりスワニルダのVa
  最優秀指導者賞 AKバレエスクール  笠野 綾⼦先⽣、笠野 仁美先⽣
第2位 藤井 真愛 海賊よりオダリスクのVa
  優秀指導者賞 Prima fille バレエスクール  ⻄村 さよ先⽣
第3位 安⽥ ⽻⾳ 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 笠間 花菜 パキータよりVa

un Ballet Studio
第5位 稲垣 桜 タリスマンよりニリチのVa

バレエスタジオ コンチェルト
第6位 下村 悠愛 ラ･フィユ･マル・ガルデよりリーズのVa

まゆらバレエスタジオ
第7位 ⽊村 仁美 パリの炎よりジャンヌのVa

クレール バレエスタジオ
第8位 ⾚塚 美怜 ⽩⿃の湖よりパ・ド・トロワ第１Va

バレエ アカデミーRELEVE
第9位 ⽥川 ⼩梅 コッペリア第３幕よりスワニルダのVa

厘奈クラシックバレエカンパニー

優秀賞 VC09
優秀賞 VC12
優秀賞 VC13
優秀賞 VC17
優秀賞 VC18
優秀賞 VC21

【VC】



順位 名前 作品名

第1位 BrilliantStars賞 濱中 ひかる フローラの⽬覚めよりオーロラのVa
  最優秀指導者賞 Dance  Space  市川 透先⽣
第2位 江平 ⽟希 アルレキナーダより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3位 住⾕ 美怜 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5位 奥村 寧々 騎兵隊の休⽌よりマリーのVa

森⾼⼦バレエ教室
第6位 鈴⽊ 寛奈 海賊よりメドーラのVa

Dance  Space
第7位 ⼤川 もあな エスメラルダよりVa

森⾼⼦バレエ教室
第8位 牧 歩佳 コッペリア第１幕よりスワニルダのVa

メグミバレエスクール
第9位 前北 菜々⼦ コッペリア第１幕よりスワニルダのVa

YUSA BALLET STUDIO
第10位 中島 かれん 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

優秀賞 VD06
優秀賞 VD08
優秀賞 VD09
優秀賞 VD10
優秀賞 VD12
優秀賞 VD13
優秀賞 VD14
優秀賞 VD22
優秀賞 VD24
優秀賞 VD29
優秀賞 VD35

【VD】



順位 名前 作品名
第1位 該当者なし

第2位 該当者なし

第3位 ⿑藤 世夏 ガヤネ―よりヌネーのVa
  優秀指導者賞 Clair de Ballet  上野芝教室 ⿑藤 和世先⽣

優秀賞 VE05
優秀賞 VE09
優秀賞 VE10
優秀賞 VE11

順位 名前 作品名
第1位 該当者なし

第2位  関 菜々椛 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
第2位  ⻄澤 未梨亜 thawing
  優秀指導者賞 Natsumi Ballet Academy  ⻄澤 奈津美先⽣
第3位 前⽥ 莉乃 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

順位 名前 作品名

第1位 BrilliantStars賞 ダリエシオ 希愛来 azure petrichor
  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 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 鈴⽊ ⼼翔 Path
  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

順位 名前 作品名

第1位 BrilliantStars賞 上⽥ 百花 課題作品 B
  最優秀指導者賞 横倉明⼦バレエ教室  横倉 明⼦先⽣、義本 佳⽣先⽣

【CA】

【CB】

【CC】

【VE】

コンテンポラリー部⾨



【Brilliant Stars Ballet Competition Grand Prize】
濱中 ひかる フローラの⽬覚めよりオーロラのVa
Dance  Space

【アンドレイ・オルロフ先⽣審査員特別賞】
江平 ⽟希 アルレキナーダよりVa
森⾼⼦バレエ教室
中島 かれん 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

【中平絢⼦先⽣審査員特別賞】
⽻根⽥ 澪乃 コッペリア第３幕よりスワニルダのVa
AKバレエスクール
濱中 ひかる フローラの⽬覚めよりオーロラのVa
Dance  Space

【本島美和先⽣審査員特別賞】
新⽥ 紗菜 ゼンツァーノの花祭りよりローザのVa
森⾼⼦バレエ教室
奥村 寧々 騎兵隊の休⽌よりマリーのVa
森⾼⼦バレエ教室

【湯浅永⿇先⽣審査員特別賞】
⾼⽊ 優 FREEFALL
クレール バレエスタジオ
上⽥ 百花 課題作品 B
横倉明⼦バレエ教室


