
※同順位者は五十音順、本選出場者は演奏No.順
ピアノ　小学校低学年の部（A部門）

出場者氏名 演奏No. 本選曲目 所属 実技講師
第1位 島崎 凜音 9 イベール：「物語より」8番水晶の籠、9番水売り女 仙川 若尾佳代
第2位 水沼 志帆 11 モシュコフスキー：タランテラ 富山 岡野宏映
第3位 高崎 翠 3 バルトーク：ソナチネ 第1楽章、第3楽章 水戸 菊地真美
第3位 森澤 歩 10 三善晃：波のアラベスク、ドビュッシー：小さな黒人 仙川 斎木ユリ
本選出場 成田 寛太郎 1 モーツァルト：ソナチネ　ハ長調　全楽章 お茶の水 馬場亮子
本選出場 古目谷 凰 2 カバレフスキー：やさしい変奏曲（トッカータ） Op.40-1 横浜 長谷川由美子
本選出場 岡部 花音 4 モーツァルト：ロンド K.485 仙川 磯崎淳子
本選出場 岡部 那由多 5 カバレフスキー：ソナチネ ハ長調 Op.13-1 第1楽章、第3楽章 一般 若尾佳代
本選出場 倉田 絃基 6 フンメル：ロンド　ハ長調　作品52-6 仙川 若尾佳代
本選出場 永井 その佳 7 リヒナー：ソナチネ ハ長調 Op.4-1 全楽章 仙川 小林五月
本選出場 菅原 真帆 8 クーラウ：ソナチネ Op.88-No.2 第1楽章、第3楽章 一般 齋藤幸江

ピアノ　小学校高学年の部（B部門）
出場者氏名 演奏No. 本選曲目 所属 実技講師

第1位 加藤 皓介 17 ベートーベン：ピアノソナタ 第6番 へ長調 Op10 No.2 第1楽章、第3楽章 仙川 梅村祐子
第1位 原田 怜 19 ベートーヴェン：ピアノソナタ 第6番 ヘ長調 Op.10-2（一部省略） 相模原 新井博江
第2位 山田 夏歌 14 ハイドン：ピアノソナタ 変ホ長調 Hob.XVI-28 第1楽章、第3楽章 仙川 若尾佳代
第3位 谷口 舞弥 16 ショパン：幻想即興曲 嬰ハ短調 Op.66 仙川 坂田晴美
本選出場 川上 莉々愛 12 モーツァルト：ピアノソナタ ニ長調 K.576 第1楽章、第3楽章 お茶の水 斎木ユリ
本選出場 酒井 恵結花 13 ベートーヴェン：ピアノソナタ 第6番 へ長調 Op.10 No.2 第1楽章、第3楽章 お茶の水 土橋礼佳
本選出場 竹内 理恵 15 ハイドン：ソナタ 変ホ長調 Hob.XVI:28 第1楽章、第3楽章 仙川 若尾佳代
本選出場 片岡 琴佑 18 モーツァルト：ピアノソナタ第18番 ニ長調 K.576 第1楽章（繰り返し無し）、第3楽章 仙川 金井美穂

ピアノ　中学校の部（C部門）
出場者氏名 演奏No. 本選曲目 所属 実技講師

第1位 千葉 百香 25 リスト：パガニーニ大練習曲 S.141から No.6 イ短調 ”主題と変奏 ” 仙川 岡本美智子
第2位 稲積 陽菜 30 シューマン：アベッグ変奏曲 仙川 梅村祐子
第3位 馬場 彩乃 29 シューマン：アベックヴァリエーション Op.1 仙川 若尾佳代
本選出場 南 ことこ 20 シューマン：アベック変奏曲 Op.1 仙川 今井彩子
本選出場 原田 理暖 21 ベートーヴェン：ピアノソナタ第8番 ハ短調 第2楽章・第3楽章 相模原 新井博江
本選出場 成澤 日和 22 シューマン：アラベスク ハ長調 Op.18 仙川 吉野智子
本選出場 石山 和暉 23 リスト：パガニーニ大練習曲 第6番 「主題と変奏」 お茶の水 竹内啓子
本選出場 田中 咲穂 24 ショパン：スケルツォ1番 仙川 宮崎明香
本選出場 松浦 梨華 26 ショパン：華麗なる変奏曲 変ロ長調 作品12 仙川 新井博江、奥村たまき
本選出場 藤原 愛彩 27 ドビュッシー：アラベスク 第1番・第2番 仙川 辻井雅子
本選出場 飯田 栞子 28 ショパン：エチュード10-5、リスト：3つの演奏会用練習曲より「ため息」 仙川 斎木ユリ

ピアノ　高校の部（D部門）
出場者氏名 演奏No. 本選曲目 所属 実技講師

第2位 小柳 茉穂 31 シューマン：アレグロ Op.8
桐朋女子高等学
校音楽科

朴久玲

第2位 佐藤 和泉 36 スクリャービン：ピアノソナタ 第4番 Op.30 嬰へ長調
桐朋女子高等学
校音楽科

新井博江

本選出場 藤川 天耀 32 ブラームス：パガニーニの主題による変奏曲  第2集 Op.35
桐朋女子高等学
校音楽科

吉村真代

本選出場 中嶋 夕佳 33 ショパン：バラード第4番 ヘ短調 相模原 伊藤恵美子

本選出場 大西 梨里 34 ショパン：バラード4番 ヘ短調 Op.52
桐朋女子高等学
校音楽科

中井恒仁

本選出場 甲良 光 35 ベートーヴェン：ピアノソナタ第26番「告別」 第2楽章・第3楽章
桐朋女子高等学
校音楽科

今井彩子
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※同順位者は五十音順、本選出場者は演奏No.順
ヴァイオリン　小学校低学年の部（A部門）

出場者氏名 演奏No. 本選曲目 所属 実技講師
第1位 井上 佳音 37 ヴィエニャフスキ：スケルツォ タランテラ Op.16 一般 徳永二男
第2位 千葉 真璃花 42 ベリオ：ヴァイオリン協奏曲 第7番 ト長調 作品76 第1楽章 仙川 恵藤久美子
第3位 髙橋 すみれ 39 モーツァルト：ヴァイオリン協奏曲 第4番 ニ長調 K.218 第1楽章（一部省略） お茶の水 中川和歌子
本選出場 吉川 桜子 38 サラサーテ：序奏とタランテラ お茶の水 佐々木歩
本選出場 篠﨑 千響 40 モーツァルト：ヴァイオリンコンチェルト　第3番　第1楽章（カデンツァなし） 水戸 吉野薫
本選出場 上原 遙華 41 ヴィエニヤフスキ：スケルツオ・タランテラ 作品16 小金井 篠崎功子

ヴァイオリン　小学校高学年の部（B部門）
出場者氏名 演奏No. 本選曲目 所属 実技講師

第1位 荒川 桐真 51 ブルッフ：ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 Op.26 第3楽章 仙川 景山裕子
第2位 金子 芽以 44 ブルッフ：バイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26 第3楽章（一部省略） 仙川 勅使河原真実
第3位 的場 桃 50 ブルッフ：ヴァイオリン協奏曲 第1番 第3楽章 お茶の水 佐々木歩
本選出場 箕浦 彩 43 ブルッフ：ヴァイオリン協奏曲 第1番 Op.26より 第3楽章 仙川 森川ちひろ
本選出場 伊藤 素子 45 ブルッフ：ヴァイオリン協奏曲 第1番 第3楽章 仙川 森川ちひろ
本選出場 矢崎 詩乃 46 ブルッフ：ヴァイオリン協奏曲 第1番 第3楽章 一般 竹原久美子
本選出場 丸山 素佳 47 ブルッフ：ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 第3楽章 仙川 楠尚子
本選出場 山本 遥花 48 ブルッフ：ヴァイオリン協奏曲 第1番 第3楽章 仙川 森川ちひろ
本選出場 川口 真碧 49 ブルッフ：ヴァイオリン協奏曲 第1番 第3楽章 横浜 森川ちひろ

ヴァイオリン　中学校の部（C部門）
出場者氏名 演奏No. 本選曲目 所属 実技講師

第1位 高麗 愛子 53 ヴィオッティ：バイオリン協奏曲 No.22 第1楽章（一部省略） 仙川 寺沢希美
第2位 清水 咲 56 ヴィオッティ：ヴァイオリン協奏曲 第22番 イ短調から 第1楽章 横浜 森川ちひろ
第2位 吉田 万莉亜 58 ヴィオッティ：ヴァイオリン協奏曲 第22番 イ短調 第1楽章 カデンツァ　ヨアヒム（一部省略） 仙川 鈴木亜久里
本選出場 清水 遥子 52 ドボルザーク:バイオリン協奏曲 イ短調 op.53   第1楽章 仙川 木村恭子
本選出場 小室 亜沙美 54 サン=サーンス：ヴァイオリン協奏曲 第3番 ロ短調 第3楽章（一部省略） 一般 楠尚子
本選出場 田中 里奈 55 メンデルスゾーン：バイオリン協奏曲から 第1楽章（一部省略） 仙川 佐々木歩
本選出場 大島 みなみ 57 サン=サーンス：ヴァイオリンコンチェルト No.3 Op.61 第3楽章 新潟 加藤礼子
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※同順位者は五十音順、本選出場者は演奏No.順
作曲　小学校低学年の部（A部門）

出場者氏名 演奏No. 本選曲目 所属 担当講師
奨励賞 愛澤 寧莉 901 「はっけん！？クワッガ！」～ぜつめつどうぶつによせて～ 一般 大久保みどり
奨励賞 川村 未来 902 こどものいちにち お茶の水 大前知誇

作曲　小学校高学年の部（B部門）
出場者氏名 演奏No. 本選曲目 所属 担当講師

第3位 佐々木 莉更 911 組曲「ちょうの一生」1.黄色い卵　2.いも虫　3.ちょう　4.飛んで行ったちょう 一般 池長理恵、都平有美
第3位 下谷 俊介 907 Someday in the United States　Ⅰ.Morning of San Francisco　Ⅱ.Afternoon of Atlanta　Ⅲ.Night of New York 一般 平井正志
第3位 星野 礼美 910 Barcarolle 一般 平井正志
奨励賞 佐藤 伶菜 908 不思議な宮殿 一般 犬塚裕加里
本選出場 柴田 歩 903 25 VARIATION Ddur～ベートーベンへのオマージュ～ 仙川 金子仁美
本選出場 宮本 諒太朗 904 モーツァルトとあそんだよ 一般 和田佐和子
本選出場 立川 琴子 905 雨の日のワルツ 一般 平井正志
本選出場 馬場 すみれ 906 輝ク月ノ姫君 一般 和田佐和子
本選出場 原井 双葉 909 旅するバガテル（草原から海のち市場そして山、どうくつ やがて家） 一般 中本芽久美

作曲　中学校の部（C部門）
出場者氏名 演奏No. 本選曲目 所属 担当講師

第1位 萱嶋 朋 917 「DEEP　OCEAN」～深海モンスター～　①モンスターの叫び　②謎の光　③暗闇の神秘　④激闘 一般 青木進
第3位 下谷 理乃 914 秋色の森で 一般 平井正志
奨励賞 青田 栞奈 916 組曲「3つの踊り」1.戦いの踊り　2.祈りの踊り　3.宴の踊り 一般 黒田明子、大久保みどり
奨励賞 永見 怜大 913 Horsehead Nebula お茶の水 青木進
本選出場 三浦 和佳 912 風の舞曲 一般 黒田明子、大久保みどり
本選出場 佐藤 天徳 915 変奏曲-ひとすじの光- 一般 大久保みどり

作曲　高校の部（D部門）
出場者氏名 演奏No. 本選曲目 所属 担当講師

第3位 井上 莉里 924 Paysage varie　1.Matin de printemps de la lumiere　2.Hiver chaud　3.Venez danser！
桐朋女子高等学
校音楽科

三瀬和朗

第3位 塘 英純 923 False Reality：人格を持たざる者はいずこ 仙台 嶋津武仁
奨励賞 西山 莉愛 919 Illusion of Autumn～バンクーバーの森で～ 一般 平井正志

奨励賞 吉田 莉彩 918 ピアノトリオ　Op.1
桐朋女子高等学
校音楽科

大家百子

奨励賞 与田 和也 922 弦楽四重奏曲 ニ短調 一般 土田英介

本選出場 貝森 萌 920 2つのAdagio
桐朋女子高等学
校音楽科

正門憲也

本選出場 八巻 美穂 921 Violin Sonata Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
桐朋女子高等学
校音楽科

大家百子

第4回桐朋学園全国ジュニア音楽コンクール　本選結果


