
【バレエ学校留学権利・スカラシップ】
coming soon

順位 名前 作品名

東京新聞賞 藤中 真美 眠れる森の美⼥第3幕よりフロリナ王⼥のVa
ル・レーヴバレエスタジオ ⼭本 亜⼸先⽣

東京新聞賞 吉永 華⼦ ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa
Ballet Studio Miyu ⽚⼭ 実優先⽣

東京新聞賞 杉⼭ 真奈美 ジゼル第1幕よりペザントのVa
Mayumiバレエスタジオ ⾼野 真由美先⽣

審査員特別賞 ⻄井 晴⾹ パキータよりVa
⼤畠律⼦バレエスクール ⼤畠 律⼦先⽣

審査員特別賞 髙原 埜愛 ⽩⿃の湖よりパ･ド･トロワ第1Va
クボバレエアカデミー 久保 栄治先⽣ 久保 陽⼦先⽣

バレリーナ優秀賞 PA03
バレリーナ優秀賞 PA06
バレリーナ優秀賞 PA07
バレリーナ優秀賞 PB01
バレリーナ優秀賞 PB02
バレリーナ優秀賞 PB03
バレリーナ優秀賞 PB08
バレリーナ優秀賞 PB09
バレリーナ優秀賞 PC03
バレリーナ優秀賞 PS01
スターダスト奨励賞 PA01
スターダスト奨励賞 PA04
スターダスト奨励賞 PA05
スターダスト奨励賞 PB04
スターダスト奨励賞 PB05
スターダスト奨励賞 PB10
スターダスト奨励賞 PB12
スターダスト奨励賞 PC01
スターダスト奨励賞 PC02
スターダスト奨励賞 PC04

第11回Brilliant Starsバレエコンペティション 2022in埼⽟
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 東京新聞賞 富澤 杏 眠れる森の美⼥第3幕よりフロリナ王⼥のVa
  最優秀指導者賞 Ballet Studio Miyu ⽚⼭ 実優先⽣
第2位 渡辺 美⽉ 眠れる森の美⼥第3幕よりフロリナ王⼥のVa
  優秀指導者賞 Ballet Studio Miyu ⽚⼭ 実優先⽣

優秀賞 VA01

順位 名前 作品名

第1位 東京新聞賞 成⽥ 希愛 ラ･フィユ･マル・ガルデよりリーズのVa
  最優秀指導者賞 リーバレエスタジオ 李 成洛先⽣ 辻 春花先⽣
第2位 該当者なし

第3位 福⽥ ⻘央 パキータよりVa
  優秀指導者賞 リーバレエスタジオ 李 成洛先⽣ 辻 春花先⽣
第4位 ⽯井 那奈 パキータよりVa

リーバレエスタジオ
第5位 岡⼭ 桜空 パキータよりVa

⼤畠律⼦バレエスクール

優秀賞 VB05
優秀賞 VB07

順位 名前 作品名

第1位 東京新聞賞 吉永 華⼦ ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa
  最優秀指導者賞 Ballet Studio Miyu ⽚⼭ 実優先⽣
第2位 井上 紗和 アルレキナーダよりVa
  優秀指導者賞 クボバレエアカデミー 久保 栄治先⽣ 久保 陽⼦先⽣
第3位 ⼭上 紗良 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 クボバレエアカデミー 久保 栄治先⽣ 久保 陽⼦先⽣
第4位 渡邊 珠叶 アルレキナーダよりVa

パールクラシックバレエスタジオ
第5位 ⼤内 瑠七 眠れる森の美⼥第1幕よりオーロラ姫のVa

Hiromi Ballet Studio

優秀賞 VC04
優秀賞 VC06
優秀賞 VC12
優秀賞 VC16

【VB】

【VC】

コンペティション部⾨
【VA】



順位 名前 作品名

第1位 東京新聞賞 五⼗畑 沙奈 サタネラよりVa
  最優秀指導者賞 フェアリーズバレエハウス ネグル フローリン先⽣ ネグル 佐智代先⽣
第2位 ⽮⽥ ひなの フローラの⽬覚めよりフローラのVa
  優秀指導者賞 クラシックバレエスタジオローズ 荒幡 恭⼦先⽣ 荒幡 ⼤輔先⽣
第3位 ⻫藤 真結花 エスメラルダよりVa
  優秀指導者賞 ル・レーヴバレエスタジオ ⼭本 亜⼸先⽣
第4位 川⼝ 綾花 ドン・キホーテより森の⼥王のVa

リスコムインターナショナルバレエスクール
第5位 伊地知 笑愛 眠れる森の美⼥第3幕よりオーロラ姫のVa

下島功佐•⽥中りなバレエアカデミー
第6位 ⽵村 うらら エスメラルダよりVa

M&R studio
第7位 河野 桜⼦ ライモンダよりVa

パールクラシックバレエスタジオ
第8位 ⼩川 すみれ 海賊よりメドゥーラのVa

アレグロバレエスタジオ
第9位 ⼟井 ⾹奈 ジゼル第1幕よりジゼルのVa

ル・レーヴバレエスタジオ
第10位 ⽮島 怜弥 サタネラよりVa

エアリーズバレエスタジオ

優秀賞 VD02
優秀賞 VD09
優秀賞 VD12
優秀賞 VD25

順位 名前 作品名

第1位 東京新聞賞 望⽉ 恭花 エスメラルダより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 寺島 美惺 ジゼル第1幕よりジゼルのVa
  優秀指導者賞 クラシックバレエスタジオローズ 荒幡 恭⼦先⽣ 荒幡 ⼤輔先⽣
第3位 ⾼橋 爽帆 くるみ割り⼈形より⾦平糖のVa
  優秀指導者賞 橘バレエ学校 ゆうき みほ先⽣ 太⽥ 陽⼦先⽣ 尺⽥ 知路先⽣
第4位 加⾒ 光織 眠れる森の美⼥第1幕よりオーロラ姫のVa

ボーラバレエスタジオ
第5位 仲⽥ 留奈 ライモンダ第1幕より夢の場のVa

⽻⽥モダンバレエ研究所

優秀賞 VE01
優秀賞 VE07
優秀賞 VE17

【VD】

【VE】



順位 名前 作品名

第1位 東京新聞賞 松本 奈桜 課題作品 A-2
  最優秀指導者賞 シホバレエクラス 奥村 志帆先⽣
第2位 渡邊 珠叶 課題作品 A-2
  優秀指導者賞 パールクラシックバレエスタジオ 天野 美弥⼦先⽣ 守屋 ⼤輔先⽣

順位 名前 作品名

第1位 該当者なし

第2位 ⽮⽥ ひなの 課題作品 B
  優秀指導者賞 クラシックバレエスタジオローズ 荒幡 恭⼦先⽣ 荒幡 ⼤輔先⽣
第3位 河野 桜⼦ ilus
  優秀指導者賞 パールクラシックバレエスタジオ 天野 美弥⼦先⽣ 守屋 ⼤輔先⽣

優秀賞 CB04

順位 名前 作品名

第1位 該当者なし

第2位 林⽥ 七海 Pure
  優秀指導者賞 フリー 中村 たから先⽣
第3位 中平 ⽻南 課題作品 B
  優秀指導者賞 フリー

優秀賞 CC04

【CA】

【CB】

【CC】

コンテンポラリー部⾨



【Brilliant Stars Ballet Competition Grand Prize】
望⽉ 恭花 エスメラルダよりVa
⽩⿃バレエ学園

【アンドレイ・オルロフ先⽣審査員特別賞】
川⼝ 綾花 ドン・キホーテより森の⼥王のVa
リスコムインターナショナルバレエスクール
五⼗畑 沙奈 サタネラよりVa
フェアリーズバレエハウス
中平 ⽻南 課題作品 B
フリー

【ヴィクトル・ニジェリスコイ先⽣審査員特別賞】
望⽉ 恭花 エスメラルダよりVa
⽩⿃バレエ学園
林⽥ 七海 Pure
フリー

【鈴⽊⻯先⽣審査員特別賞】
杉⼭ 真奈美 ジゼル第1幕よりペザントのVa
Mayumiバレエスタジオ
渡邊 珠叶 課題作品 A-2
パールクラシックバレエスタジオ

【中平絢⼦先⽣審査員特別賞】
藤中 真美 眠れる森の美⼥第3幕よりフロリナ王⼥のVa
ル・レーヴバレエスタジオ
富澤 杏 眠れる森の美⼥第3幕よりフロリナ王⼥のVa
Ballet Studio Miyu


