
【バレエ学校留学権利・スカラシップ】
coming soon

順位 名前 作品名
北陸中⽇新聞賞 佐藤 莉⼼ 眠れる森の美⼥第3幕より フロリナ王⼥のVa

新潟バレエスクール 桜井 えりか先⽣
北陸中⽇新聞賞 牧野 眞由美 パ・ド・カトルより チェリートのVa

Maron de Ballet 出越 彩奈先⽣
⽯川テレビ放送賞 松原 遥乃 眠れる森の美⼥より 銀の精のVa

夢⽻美友ミュージカルスクール 夢⽻ 美友先⽣
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

バレリーナ優秀賞 PA01
バレリーナ優秀賞 PA02
バレリーナ優秀賞 PB02
バレリーナ優秀賞 PS02
スターダスト奨励賞 PA03
スターダスト奨励賞 PA05
スターダスト奨励賞 PA06
スターダスト奨励賞 PB03

順位 名前 作品名
第1位 北陸中⽇新聞賞 該当者なし
  最優秀指導者賞
第2位 ⽯川テレビ放送賞 中⽥ このみ パキータより 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 ⼭⾨ 妃花⾥ パキータより 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 VA02
優秀賞 VA04

第13回Brilliant Starsバレエコンペティション 2023in⽯川
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 河合 摩乃 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 バレエスタジオ RISE 佐貫 真希⼦先⽣
第2位 ⽯川テレビ放送賞 滋野 りあ 卒業舞踏会より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 向 優⾥⼦ 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 Maron de Ballet 出越 彩奈先⽣
第4位 村上 ⽇那夏 ラ・フィユ・マル・ガルテより リーズのVa

和⽥朝⼦記念 Air Ballet Studio
第5位 保東 珠⾥ パキータより Va

夢⽻美友ミュージカルスクール
第6位 髙畑 依央奈 ドン・キホーテ第2幕より キューピットのVa

クレール・バレエスタジオ
第7位 丹⽻ 京⾹ 眠れる森の美⼥第3幕より フロリナ王⼥のVa

厘奈クラシックバレエカンパニー

優秀賞 VB02
優秀賞 VB03
優秀賞 VB06
優秀賞 VB07

【VB】



順位 名前 作品名
第1位 北陸中⽇新聞賞 鎌⽥ 姫⾐ コッペリア第3幕より スワニルダのVa
  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 ⽯川テレビ放送賞 関 瑠南 ライモンダより ライモンダのVa
  優秀指導者賞 和⽥朝⼦記念 Air Ballet Studio 和⽥ 朝⼦先⽣ 和⽥ 伊通⼦先⽣ 松 理沙先⽣
第3位 ⼩林 華⼦ エスメラルダより Va
  優秀指導者賞 フクイバレエ団・研究所 林下幸世先⽣
第4位 安⽥ 芽⽣ パキータより エトワールのVa

ecole・de・HB
第5位 ⼩枝 菜乃 海賊より オダリスク第3Va

ブランバレエスタジオ
第6位 森 絢⾳ フェアリードール第2幕より ⼈形の精のVa

河村クラシックバレエスタジオ
第7位 北出 つぐみ ディアナとアクティオンより ディアナのVa

横倉明⼦バレエ教室
第8位 岩佐 凜 コッペリア第3幕より スワニルダのVa

和⽥朝⼦記念 Air Ballet Studio
第9位 ⻄⽥ 遥⾹ パキータより 第5Va

ecole・de・HB
第10位 ⽥中 ⾳⽷ タリスマンより ニリチのVa

横倉明⼦バレエ教室

優秀賞 VC09
優秀賞 VC10
優秀賞 VC13
優秀賞 VC21
優秀賞 VC24
優秀賞 VC30
優秀賞 VC32
優秀賞 VC34
優秀賞 VC36
優秀賞 VC37
優秀賞 VC38
優秀賞 VC39
優秀賞 VC45
優秀賞 VC48
優秀賞 VC49

【VC】



順位 名前 作品名
第1位 北陸中⽇新聞賞 江川 眞⼦ フローラの⽬覚めより へーべのVa
  最優秀指導者賞 Dance Space 市川 透先⽣
第2位 ⽯川テレビ放送賞 森⼭ 天⾳ サタネラより Va
  優秀指導者賞 新潟バレエスクール 桜井 えりか先⽣
第3位 福本 花星 ドン・キホーテ第3幕より キトリのVa
  優秀指導者賞 F Ballet Studio 福本 弘美先⽣
第4位 ⼩林 哲也 パキータより リュシアンのＶa

フクイバレエ団・研究所
第5位 近江 莉奈 フローラの⽬覚めより オーロラのVa

F Ballet Studio
第6位 助川 詩織 サタネラより Va

永井与志枝バレエスタジオ
第7位 中⽥ こころ ドン・キホーテ第3幕より キトリのVa

ブランバレエスタジオ
第8位 倉⽥ 知⾥ ドン・キホーテ第2幕より 森の⼥王のVa

スコレーバレエアート
第9位 ⼭⼝ 桃葉 眠れる森の美⼥第1幕より オーロラ姫のVa

バレエアカデミーRELEVÉ
第10位 森⽥ 琉華 タリスマンより ニリチのVa

スコレーバレエアート

優秀賞 VD07
優秀賞 VD09
優秀賞 VD11
優秀賞 VD16
優秀賞 VD17
優秀賞 VD23
優秀賞 VD26
優秀賞 VD30
優秀賞 VD32
優秀賞 VD34

順位 名前 作品名
第1位 北陸中⽇新聞賞 近藤 ひなの 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 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
第2位 ⽯川テレビ放送賞 巻 ⾥美 シルビアよりVa
  優秀指導者賞 横倉明⼦バレエ教室 横倉 明⼦先⽣
第3位 鎌倉 恋七 ガムザッティより Va
  優秀指導者賞 横倉明⼦バレエ教室 横倉 明⼦先⽣
第4位 中河 茉⾳ エスメラルダより Va

CHIAKI CLASSIC  BALLET CLASS

優秀賞 VE08
優秀賞 VE10

【VD】

【VE】



順位 名前 作品名
第1位 北陸中⽇新聞賞 該当者なし

第2位 ⽯川テレビ放送賞 ⼩枝 菜乃 課題作品 A-2
  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 佐藤 清美 課題作品 A-2
  優秀指導者賞 新潟バレエスクール 桜井 えりか先⽣

優秀賞 CA02

順位 名前 作品名
第1位 北陸中⽇新聞賞 森⼭ 天⾳ 課題作品 B
  最優秀指導者賞 新潟バレエスクール 桜井 えりか先⽣
第2位 ⽯川テレビ放送賞 紅⾕ 実柚 ⾵になったあなたに会いたい
  優秀指導者賞 和⽥朝⼦記念 Air Ballet Studio 和⽥ 朝⼦先⽣ 和⽥ 伊通⼦先⽣ 松 理沙先⽣
第3位 中⽥ こころ 課題作品 B
  優秀指導者賞 ブランバレエスタジオ 森⼝多絵先⽣

優秀賞 CB02
優秀賞 CB05
優秀賞 CB10

順位 名前 作品名
第1位 北陸中⽇新聞賞 川⼝ 真優 レゾンデートル〜此処から
  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
第2位 ⽯川テレビ放送賞 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

優秀賞 CC04
優秀賞 CC05

【CB】

【CC】

コンテンポラリー部⾨
【CA】



【Brilliant Stars Ballet Competition Grand Prize】
河合 摩乃 眠れる森の美⼥第3幕より フロリナ王⼥のVa
バレエスタジオ RISE

【アンドレイ・オルロフ先⽣審査員特別賞】
河合 摩乃 眠れる森の美⼥第3幕より フロリナ王⼥のVa
バレエスタジオ RISE
関 瑠南 ライモンダより ライモンダのVa
和⽥朝⼦記念 Air Ballet Studio
岩佐 凜 コッペリア第3幕より スワニルダのVa
和⽥朝⼦記念 Air Ballet Studio

【鈴⽊⻯先⽣審査員特別賞】
佐野 ⽇向⼦ ⽩⿃の湖より ⿊⿃のVa
バレエアカデミーRELEVÉ
⼩枝 菜乃 課題作品 A-2
ブランバレエスタジオ
森⼭ 天⾳ 課題作品 B
新潟バレエスクール
川⼝ 真優 レゾンデートル〜此処から
KCS中⻄優⼦ダンススペース

【東野泰⼦先⽣審査員特別賞】
丹⽻ 京⾹ 眠れる森の美⼥第3幕より フロリナ王⼥のVa
厘奈クラシックバレエカンパニー
江川 眞⼦ フローラの⽬覚めより へーべのVa
Dance Space
⼩林 哲也 パキータより リュシアンのＶa
フクイバレエ団・研究所

【本島美和先⽣審査員特別賞】
森⼭ 天⾳ サタネラより Va
新潟バレエスクール
近藤 ひなの ディアナとアクティオンより ディアナのVa
厘奈クラシックバレエカンパニー
巻 ⾥美 シルビアよりVa
横倉明⼦バレエ教室


