
【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

北陸中⽇新聞賞 向 優⾥⼦ 眠れる森の美⼥第3幕より フロリナ王⼥のVa
Maron de Balet 出越 彩奈先⽣

優秀賞 PA02

順位 名前 作品名

第1位 北陸中⽇新聞賞 安藤 佳吾 サタネラより男性Va
  最優秀指導者賞 バレエスタジオゆるり 辻本 貴⼦先⽣

優秀賞 VA02
優秀賞 VA03

第10回Brilliant Starsバレエコンペティション 2022in京都
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 北陸中⽇新聞賞 ⼭⽥ 悠喜 ジゼルより ペザントのVa
  最優秀指導者賞 Anne Ballerina 笠井 沢⼦先⽣
第2位  房野 ⼩花 ⽩⿃の湖より パ･ド･トロワ第1Va
  優秀指導者賞 バレエスタジオゆるり 辻本 貴⼦先⽣
第3位 村⽥ 梨紗 ラ･フィユ･マル・ガルデより リーズのVa
  優秀指導者賞 スコレーバレエアート 末松 かよ先⽣
第4位 ⽔江 奈那⼦ ⽩⿃の湖より パ･ド･トロワ第1Va

クレール・バレエスタジオ
第5位 福地 環 眠れる森の美⼥より 鷹揚の精のVa

クレール・バレエスタジオ
第6位 井⽥ 杏夢理 くるみ割り⼈形第2幕より ⾦平糖の精のVa

スコレーバレエアート
第7位 滋野 りあ 眠れる森の美⼥第3幕より フロリナ王⼥のVa

ブランバレエスタジオ
第8位 福 ⽇菜⼦ 眠れる森の美⼥第3幕より フロリナ王⼥のVa

M petit ange ballet studio
第9位 嶋畑 妃華 海賊より メドゥーラのVa

エトワールバレエスクール
第10位 柳野 和⼼ ⼈形の精

バレエスタジオSHINE

優秀賞 VB07
優秀賞 VB09
優秀賞 VB11
優秀賞 VB14
優秀賞 VB21
優秀賞 VB22

【VB】



順位 名前 作品名

第1位 北陸中⽇新聞賞 ⽥原 歩華 海賊より ギュリナーラのVa
  最優秀指導者賞 ケイナカノクラシックバレエアカデミー 中野 敬⼦先⽣
第2位  置本 瑞姫 ダイアナとアクティオンより ダイアナのVa
  優秀指導者賞 佐々⽊美智⼦バレエスタジオ 佐々⽊ 美織先⽣
第3位 梶⽊ ⾳和 眠れる森の美⼥第3幕より オーロラ姫の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4位 梅岡 夏希 ラ･フィユ･マル・ガルデより リーズのVa

川畑⿇⼸バレエ教室
第5位 ⽊全 美稀 パリの炎より ジャンヌのVa

こころバレエスタジオ
第6位 向井 梨華 海賊より オダリスク第3Va

ヤマダチエサニーバレエスクール
第7位 ⽥﨑 綾奈 ⽩⿃の湖より パ･ド･トロワ第1Va

ヤマダチエサニーバレエスクール

優秀賞 VC11
優秀賞 VC15
優秀賞 VC23
優秀賞 VC28

【VC】



順位 名前 作品名

第1位 北陸中⽇新聞賞 菅原 由⾹ サタネラよりVa
  最優秀指導者賞 バレエスペースS 和⽥  紗永⼦先⽣
第2位  井⽥ 杏⾳來 ジゼル第1幕より ジゼルの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 幸 花 アルレキナーダよりVa
  優秀指導者賞 Ballet Studio HORIZON ⼭⼝ 茜先⽣
第4位 神⾥ 宙寿 サタネラより男性Va

バレエスタジオゆるり
第5位 瀧原 ⾢玲 フローラの⽬覚めより フローラのVa

こころバレエスタジオ
第6位 奥⽥ 芽⼄ エスメラルダよりVa

エトワールバレエスクール
第7位 ⼟井 裕太 コッペリアより フランツのVa

川畑⿇⼸バレエ教室
第8位 宮村 夏妃 パキータより 第6Va

スタジオティンクバレエ
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 笠原 佳恋 騎兵隊の休息よりVa

クレール・バレエスタジオ

優秀賞 VD07
優秀賞 VD16
優秀賞 VD25
優秀賞 VD26
優秀賞 VD27
優秀賞 VD31
優秀賞 VD34
優秀賞 VD35
優秀賞 VD39
優秀賞 VD41
優秀賞 VD43
優秀賞 VD44
優秀賞 VD46

【VD】



順位 名前 作品名

第1位 北陸中⽇新聞賞 ⾏友 愛奈 ジゼル第1幕より ジゼルのVa
  最優秀指導者賞 Nishikawa Naoko Ballet Studio ⻄川 奈央⼦先⽣
第2位  宮前 真理 眠れる森の美⼥第3幕より オーロラ姫のVa
  優秀指導者賞 エトワールバレエスクール ⼤出 唯先⽣
第3位 伊東 玲⾐ サタネラより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4位 上村 梓紗 ガムザッティVa

アイコ・シーマンバレエスタジオ
第5位 塩⾒ 苺菜 エスメラルダよりVa

中野由佳⼦バレエスクール

優秀賞 VE05
優秀賞 VE08
優秀賞 VE10
優秀賞 VE17

順位 名前 作品名

第1位 北陸中⽇新聞賞 房野 ⼩花 課題作品  A
  最優秀指導者賞 バレエスタジオゆるり 辻本 貴⼦先⽣
第2位 該当者なし

優秀賞 CA02

順位 名前 作品名

第1位 北陸中⽇新聞賞 井⽥ 杏⾳來 Cross point
  最優秀指導者賞 スコレーバレエアート 末松 かよ先⽣
第2位  ⾼⽊ 優 FREEFALL
  優秀指導者賞 クレール・バレエスタジオ ⾼村 裕江先⽣ 吉⽥ 早希先⽣
第3位 末松 璃⼦ 氷の呼吸
  優秀指導者賞 スコレーバレエアート 末松 かよ先⽣
第4位 ⼩泉 百花 課題作品  A

トモエバレエスタジオ

優秀賞 CB02
優秀賞 CB05
優秀賞 CB07
優秀賞 CB11

【CA】

【CB】

【VE】

コンテンポラリー部⾨



順位 名前 作品名

第1位 北陸中⽇新聞賞 久保 咲楽⼦ 雪割草
  最優秀指導者賞 斎藤DANCE⼯房 サイトウ マコト先⽣
第2位  上村 梓紗 Wandrian
  優秀指導者賞 アイコ・シーマンバレエスタジオ アイコ シーマン先⽣
第3位 ⼭⼝ 茉⼦ Awakening
  優秀指導者賞 ⼭⼝ゆうこバレエスクール ⼭⼝ 優⼦先⽣

優秀賞 CC02

【Brilliant Stars Ballet Competition Grand Prize】
⽥原 歩華 海賊より ギュリナーラのVa
ケイナカノクラシックバレエアカデミー

【アンドレイ・オルロフ先⽣審査員特別賞】
⽥原 歩華 海賊より ギュリナーラのVa
ケイナカノクラシックバレエアカデミー
⽊森 結⾹ くるみ割り⼈形第2幕より ⾦平糖の精のVa
はなやまバレエスクール
梶原 芽⾐ パリの炎よりジャンヌのVa
アイコ・シーマンバレエスタジオ
松尾 ⼼結 眠れる森の美⼥第3幕より オーロラ姫のVa
真忠久美⼦バレエスタジオ

【鈴⽊⻯先⽣審査員特別賞】
⼩泉 百花 課題作品 A
トモエバレエスタジオ
末松 璃⼦ 氷の呼吸
スコレーバレエアート
久保 咲楽⼦ 雪割草
斎藤DANCE⼯房

【CC】



【中平絢⼦先⽣審査員特別賞】
神⾥ 宙寿 サタネラより男性Va
バレエスタジオゆるり
井⽥ 杏⾳來 ジゼル第1幕より ジゼルのVa
スコレーバレエアート

【東野泰⼦先⽣審査員特別賞】
福地 環 眠れる森の美⼥より 鷹揚の精のVa
クレール・バレエスタジオ
⼭⽥ 悠喜 ジゼルより ペザントのVa
Anne Ballerina


