
【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 常世⽥ 紫 ⽩⿃の湖第１幕より パ・ド・トロワ第１Va
さゆりバレエスクール ⽥村 さゆり先⽣

中⽇新聞社賞 齋藤 ⼼桃 パキータ ヴェスタールカのVa
Ayumi Ballet Studio 岡部 亜由美先⽣

バレリーナ賞 PB02
バレリーナ賞 PB03
バレリーナ賞 PB04
バレリーナ賞 PB06
バレリーナ賞 PC01
バレリーナ賞 PC04
スターダスト賞 PB01
スターダスト賞 PB05
スターダスト賞 PC02
スターダスト賞 PC03

順位 名前 作品名

第1位 中⽇新聞社賞 根村 夏樺 ドン・キホーテ第３幕より キトリのVa
  最優秀指導者賞 MOMOKOバレエスタジオ 百瀬 桃⼦先⽣
第2位 藤⽥ 優⽉ 眠れる森の美⼥より 銀の精のVa
  優秀指導者賞 夢⽻美友ミュージカルスクール 夢⽻ 美友先⽣
第3位 中村 茉歩 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 EMUバレエスタジオ 池村 笑微先⽣
第4位 藤野 乎⿎ 眠れる森の美⼥より フロリナ王⼥のVa 

坪⽥バレエスクール

優秀賞 VA02
優秀賞 VA09

第9回Brilliant Starsバレエコンペティション 2022in⻑野
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 ⽚⼭ ⼤岳 ⽩⿃の湖第1幕より パ・ド・トロワ男性のVa
  最優秀指導者賞 ⽩⿃バレエ学園 塚⽥ たまゑ先⽣  塚⽥ みほり先⽣
第2位 ⽯⿊ 瑛⼟ パリの炎より フィリップのVa
  優秀指導者賞 YUKIBALLET 平井 有紀先⽣  加藤 淳先⽣  髙橋 まゆり先⽣
第3位 河合 摩乃 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 rise ballet studio  佐貫 真希⼦先⽣
第4位 湯浅 みゆう パキータよりVa

ブリェスクバレエスタジオ
第5位 奥⼭ 美瑠 アルレキナーダよりVa

橘るみバレエスクール
第6位 中村 薫歩 アルレキナーダより コロンビーヌのVa

EMUバレエスタジオ
第7位 ⽜越 理乃華 ⼈形の精よりVa

Ballet Studio Nadia

優秀賞 VB03
優秀賞 VB04
優秀賞 VB09
優秀賞 VB12
優秀賞 VB14
優秀賞 VB21
優秀賞 VB22

順位 名前 作品名

第1位 中⽇新聞社賞 上⽥ こゝろ パキータより⼥性Va
  最優秀指導者賞 ⽩⿃バレエ学園 塚⽥ たまゑ先⽣  塚⽥ みほり先⽣
第2位 該当者なし

第3位 該当者なし

第4位 ⾚⽯ 景 ドン・キホーテ第２幕より キューピットのVa
rise ballet studio 

第5位 ⼭⽥  さくら ジゼル第１幕より ペザントのVa
なつみバレエ教室

第6位 上野 美結 ⼈形の精よりVa
クレール ・バレエスタジオ

第7位 宮崎 ⾶⿃ ライモンダ第２幕よりVa
EMUバレエスタジオ

第8位 昼間 理央⼦ パリの炎より ジャンヌのVa
YUKIBALLET

第9位 常世⽥ 紫 ⽩⿃の湖第１幕より パ・ド・トロワ第１Va
さゆりバレエスクール

優秀賞 VC09
優秀賞 VC15
優秀賞 VC32
優秀賞 VC35
優秀賞 VC43

【VB】

【VC】



順位 名前 作品名

第1位 中⽇新聞社賞 篠原 侑珠 フローラの⽬覚めより オーロラのVa
  最優秀指導者賞 饗場絵美バレエスタジオ 饗場 絵美先⽣
第2位 ⼭﨑 千夏 タリスマンより男性Va
  優秀指導者賞 ⽩⿃バレエ学園 塚⽥ たまゑ先⽣  塚⽥ みほり先⽣
第3位 ⽔⼾野 彩花 眠れる森の美⼥第1幕より ローズアダージョのVa
  優秀指導者賞 ⽩⿃バレエ学園 塚⽥ たまゑ先⽣  塚⽥ みほり先⽣
第4位 滝澤 ⼼華 フローラの⽬覚めより へーべのVa

EMUバレエスタジオ
第5位 ⼩澤 裕⾥ ドン・キホーテ第１幕より キトリのVa

⽩⿃バレエ学園
第6位 ⽯⿊ 泰⽣ ドン・キホーテ第３幕より バジルのVa

YUKIBALLET
第7位 菊池 花鳳 コッペリア第１幕より スワニルダのVa

バレエスタジオ コンチェルト
第8位 岩 怜那 アルレキナーダよりVa

ベルバレエスタジオ
第9位 塩川 瑠望 ワルプルギスの夜よりVa

EIKOバレエスタジオ
第10位 ⽯⿊ 紗央 コッペリア第３幕より スワニルダのVa

YUKIBALLET

優秀賞 VD13
優秀賞 VD16
優秀賞 VD18
優秀賞 VD23
優秀賞 VD30
優秀賞 VD33
優秀賞 VD41
優秀賞 VD42
優秀賞 VD43
優秀賞 VD49
優秀賞 VD56

【VD】



順位 名前 作品名

第1位 中⽇新聞社賞 星川 綺羅 パキータよりVa
  最優秀指導者賞 スターバレエアカデミー 星川 舞先⽣
第2位 丸⼭ 楓⽣ ジゼルより アルブレヒトのVa
  優秀指導者賞 ⽩⿃バレエ学園 塚⽥ たまゑ先⽣  塚⽥ みほり先⽣
第3位 ⼩倉 愛⾥ フローラの⽬覚めよりVa
  優秀指導者賞 Anna Ballet Studio  降幡 杏奈先⽣
第4位 佐藤 みもざ フローラの⽬覚めよりVa

YUKIBALLET
第5位 杉信 凛 パキータより エトワールのVa

⽩⿃バレエ学園
第6位 楠 真⼦ 眠れる森の美⼥第3幕より オーロラ姫のVa

⽩⿃バレエ学園

優秀賞 VE04
優秀賞 VE09
優秀賞 VE12
優秀賞 VE19

順位 名前 作品名

第1位 中⽇新聞社賞 湯浅 みゆう 課題作品 A
  最優秀指導者賞 ブリェスクバレエスタジオ 川津 未央先⽣
第2位 該当者なし

第3位 中村 薫歩 課題作品 A
  優秀指導者賞 EMUバレエスタジオ 池村 笑微先⽣  原 みすず先⽣

優秀賞 CA03

順位 名前 作品名

第1位 中⽇新聞社賞 菊池 花鳳 THE GARDEN OF LOVE
  最優秀指導者賞 バレエスタジオ コンチェルト 東野 泰⼦先⽣
第2位 滝澤 ⼼華 課題作品 A
  優秀指導者賞 EMUバレエスタジオ 池村 笑微先⽣  原 みすず先⽣
第3位 鎌倉 恋七 Ｍoments
  優秀指導者賞 横倉明⼦バレエ教室 義本 佳⽣先⽣  横倉 明⼦先⽣
第4位 ⼩倉  愛⾥ 課題作品 A-2

Anna Ballet Studio 
第5位 岩澤 花⾳ 課題作品 B

MOMOKOバレエスタジオ

優秀賞 CB07
優秀賞 CB09
優秀賞 CB15

【CA】

【CB】

【VE】

コンテンポラリー部⾨



順位 名前 作品名

第1位 中⽇新聞社賞 該当者なし

第2位 該当者なし

第3位 守屋 ⾐紗良 迷霧
  優秀指導者賞 饗場絵美バレエスタジオ 饗場 絵美先⽣

【Brilliant Stars Ballet Competition Grand Prize】
篠原 侑珠 フローラの⽬覚めより オーロラのVa
饗場絵美バレエスタジオ

【アンドレイ・オルロフ先⽣審査員特別賞】
⼭﨑 千夏 タリスマンより男性Va
⽩⿃バレエ学園
塩川 瑠望 ワルプルギスの夜よりVa
EIKOバレエスタジオ

【鈴⽊⻯先⽣審査員特別賞】
滝澤 ⼼華 課題作品 A
EMUバレエスタジオ
岩澤 花⾳ 課題作品 B
MOMOKOバレエスタジオ

【中平絢⼦先⽣審査員特別賞】
上⽥ こゝろ パキータより⼥性Va
⽩⿃バレエ学園
篠原 侑珠 フローラの⽬覚めより オーロラのVa
饗場絵美バレエスタジオ

【東野泰⼦先⽣審査員特別賞】
⽔⼾野 彩花 眠れる森の美⼥第1幕より ローズアダージョのVa
⽩⿃バレエ学園
常世⽥ 紫 ⽩⿃の湖第１幕より パ・ド・トロワ第１Va
さゆりバレエスクール

【CC】


