
※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 関本郁実 6 イベール：物語より 8水晶の籠、9水売り女 お茶の水 土橋礼佳
第2位 竹内理恵 3 カバレフスキー: ソナチネ 第1番 ハ長調 作品13-1 第1、3楽章 仙川 若尾佳代
第3位 畠山咲菜 8 フンメル：ロンド ハ長調 作品52-6 一般 奥村たまき
本選出場 小川理紗 1 ハイドン：主題と変奏 ハ長調 相模原 栗原香代子
本選出場 藤田理沙 2 ベートーヴェン：ソナチネ ト長調 宇都宮 髙田康子
本選出場 倉金はるか 4 カバレフスキー：ソナチネ 第1番 ハ長調 作品13-1 第1楽章 お茶の水 木内香代子
本選出場 田中茜 5 ハイドン：ピアノソナタ 第27番 ト長調 Hob.XVI-27（L.42） 第2楽章、第3楽章（一部省略） お茶の水 馬場亮子
本選出場 喜多原生知 7 ドビュッシー：版画より雨の庭 仙川 早川恵美子
本選出場 宮島健斗 9 J.C.バッハ：ソナタ 作品17 第2番 宇都宮 臼井茂美
本選出場 水沼志帆 10 ショパン：ワルツ69の2 富山 岡野宏映
本選出場 藤原綾乃 11 モーツァルト：ソナタ 第17番 変ロ長調 KV.570 第1楽章 仙川 三上桂子
本選出場 深津天馬 12 ベートーヴェン：ピアノソナタ 第8番 ハ短調 「悲愴」 第3楽章 水戸 金内三恵子
本選出場 原田佐和子 13 ベートーヴェン：ロンド ハ長調 作品51-1 仙川 若尾佳代

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 大西透子 19 ベートーヴェン：ジュスマイアーの歌劇「スレイマン2世」による8つの変奏曲 ヘ長調 WoO.76 仙川 山田朋子
第1位 島田隼 17 ベートーヴェン：ピアノソナタ 第5番 ハ短調 作品10 第1楽章, 第3楽章 一般 辻井雅子
第3位 仲山晴香 18 モーツァルト：ピアノソナタ 第10番 ハ長調 K.330 第１楽章、第２楽章（一部省略）、第３楽章 仙川 梅村祐子
本選出場 堀田夏稀 14 ハイドン：ソナタ Hob.XVI-40 一般 辻井雅子
本選出場 上野美涼 15 モーツァルト：ピアノソナタ 第10番 ハ長調 K.330 （一部省略） 仙川 西尾悠美子
本選出場 藤原愛彩 16 モーツァルト：ピアノソナタ 第10番 ハ長調 K.330 第２楽章、第３楽章 仙川 辻井雅子

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 26 ショパン：スケルツォ 第１番 ロ短調 作品20　（繰り返しなし） 仙川 岡本美智子
第3位 馬場彩乃 22 ラヴェル：ソナチネ 仙川 若尾佳代
第3位 本多伊織 25 ショパン：スケルツォ 第1番 ロ短調 作品20 仙川 川島伸達
本選出場 岡部愛海 20 ショパン：華麗なる変奏曲 変ロ長調 作品12 仙川 加藤明子
本選出場 成澤日和 21 ブラームス：2つのラプソディ 作品79から第２番 ト短調 仙川 吉野智子
本選出場 松浦梨華 23 ブラームス：2つのラプソディ 作品79から第２番 ト短調 仙川 新井博江、奥村たまき
本選出場 宇野夕梨 24 ラヴェル：ソナチネ 別科 石岡久乃
本選出場 中村かみゆ 27 べートーヴェン：ピアノソナタ 第7番 第1楽章 仙川 小川恵美子
本選出場 今鉾優太 28 サン・サーンス=リスト：死の舞踏 一般 広瀬康
本選出場 稲積陽菜 29 ショパン：スケルツォ 第2番 変ロ短調 作品31 仙川 梅村祐子
本選出場 岡本楓加 30 ドビュッシー：版画より 雨の庭 一般 早川恵美子

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 櫻井悠乃 34 ショパン：舟歌 嬰ヘ長調 作品60
桐朋女子高等学
校音楽科

岡本美智子

第3位 橋本瞳里 33 ショパン：舟歌 嬰ヘ長調 作品60
桐朋女子高等学
校音楽科

中井恒仁

本選出場 今井梨緒 31 ショパン：舟歌 嬰ヘ長調 作品60
桐朋女子高等学
校音楽科

岡本美智子

本選出場 三浦颯太 32 ショパン：舟歌 嬰ヘ長調 作品60
桐朋女子高等学
校音楽科

広瀬康
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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 中原梨衣紗 40 ヴィエニャフスキ：ヴァイオリン協奏曲 第2番 ニ短調 第1楽章（一部省略） 名古屋 清水高師、平田文
第2位 的場桃 35 チャイコフスキー：ワルツ・スケルツォ お茶の水 佐々木歩
第3位 伊藤素子 36 ベリオ：バレエの情景 作品100 (一部省略) 仙川 森川ちひろ
本選出場 飛澤絵芽 37 ハイドン：ヴァイオリン協奏曲 ト長調 Hob.Ⅶa4 第1楽章(一部省略) 仙川 森川ちひろ
本選出場 喜多原生知 38 J.Sバッハ：無伴奏ヴァイオリンパルティータ 第3番 ホ長調 BWV1006より プレリュード 仙川 三戸素子
本選出場 神田響 39 モーツァルト(クライスラー編)：ハフナー・セレナーデより ロンド(一部省略) 仙川 景山裕子
本選出場 平田瑠菜 41 D.カバレフスキー：ヴァイオリン協奏曲 ハ長調 作品48 第1楽章 仙川 伊藤かすみ
本選出場 長澤美佳 42 J.S.バッハ(シューマン編)：無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第3番 ホ長調 BWV1006プレリュード(ピアノ伴奏版) 仙川 松岡典子

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 五月女陽 47 ヴュータン：ヴァイオリン協奏曲 第4番より 第2楽章、第4楽章(一部省略) 仙川 佐々木歩
第1位 四登結 48 ヴュータン：ヴァイオリン協奏曲 第4番より 第2楽章、第4楽章(一部省略) 仙川 木村恭子
第3位 手島玲 46 ヴュータン：ヴァイオリン協奏曲 第4番より 第2楽章、第4楽章(一部省略) 仙川 木村恭子
本選出場 山本遥花 43 ブルッフ：ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 第1楽章 仙川 徳永二男
本選出場 矢崎詩乃 44 ブルッフ：ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 第1楽章(一部省略) 一般 竹原久美子
本選出場 伊藤愛菜 45 ヴュータン：ヴァイオリン協奏曲 第4番より 第4楽章(一部省略) 仙川 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 長島安里紗 56 サン・サーンス：序奏とロンド・カプリチオーソ イ短調 作品28 仙川 森川ちひろ
第2位 清水咲 55 サン・サーンス：序奏とロンド・カプリチオーソ イ短調 作品28 横浜 森川ちひろ
第2位 保谷愛茄 50 サン・サーンス：序奏とロンド・カプリチオーソ イ短調 作品28 仙川 森川ちひろ
本選出場 木立寛人 49 サン・サーンス：序奏とロンド・カプリチオーソ イ短調 作品28 仙台 木村恭子
本選出場 高麗愛子 51 サン・サーンス：序奏とロンド・カプリチオーソ イ短調 作品28 仙川 寺沢希美
本選出場 五月女恵 52 サン・サーンス：序奏とロンド・カプリチオーソ イ短調 作品28 仙川 佐々木歩
本選出場 山田晃 53 ドヴォルザーク：ヴァイオリン協奏曲 イ短調 作品53 第1楽章 仙川 木村恭子
本選出場 吉田万莉亜 54 ドヴォルザーク：ヴァイオリン協奏曲 イ短調 作品53 第1楽章（一部省略） 仙川 鈴木亜久里
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