
第 5 回全国大会結果発表 

2021 年 7 月 3 日 五反田文化センター 

【審査員】安達朋博・小田裕之・寿明義和 

 

＜各賞プログラム番号順に掲載＞  

大人部門【初級】 

金賞 山口 美保 ブルグミュラー/風の精 

銀賞 吉田 亜矢 ショパン/ワルツ 4 番 

銅賞 中嶋 聡 バッハ/平均律第 1 巻第 3 番 BWV848 フー

ガ 

優秀賞 川田 寿里 ショパン/子犬のワルツ 

優秀賞 森 くるみ 
セヴラック/休暇の日々から 第 1 集 8.ロマンティックなワル

ツ 

   

大人部門【中級】 

金賞 村井 りつ子 グリーグ/ピアノソナタ Op.7 第１楽章 

銀賞 中野 奈津江 ドビュッシー/花火 

銅賞 井口 陽子 シューマン(リスト編曲)/ Widmung Op.25-1(献呈) 

金… トロフィー・賞状・記念 T シャツ・コンサートご招待券が贈られます。 

銀・銅賞… トロフィー・賞状・記念 T シャツが贈られます。  

 優秀賞…トロフィー・賞状が贈られます。 

 奨励賞・入選… 賞状が贈られます。 

 



＜各賞プログラム番号順に掲載＞ 

 

金… トロフィー・賞状・記念 T シャツ・コンサートご招待券が贈られます。 
銀・銅賞… トロフィー・賞状・記念 T シャツが贈られます。  

 優秀賞…トロフィー・賞状が贈られます。 

 奨励賞・入選… 賞状が贈られます。 

 

 

 

 

 

 

大人部門【中上級】 

金賞 窪田 美樹 メンデルスゾーン/ロンド・カプリッチョーソ Op.14 

銀賞 伊藤 洋輔 ベートーヴェン/ソナタ 14 番 第３楽章 

銅賞 井芹 達也 
チャイコフスキー/四季より 10 月「秋の歌」 

シューマン/子供の情景より 「トロイメライ」 

優秀賞 青井 裕子 F.ショパンノクターン第 8 番 変ニ長調 op27-2  

優秀賞 中野渡 基 
Nikolai Girshevich Kapustin/Eight Concert Etudes Prelude Op.40-1                               

Piano Sonata No.1 (Sonata-Fantasia) Op.39 1.mov. 

優秀賞 津川 尚美 シューベルト/即興曲 Op142-2 

奨励賞 矢野 康子 ブラームス/6 つの小品 Op.118 第 6 番 間奏曲 

奨励賞 中野 洋美 ショパン/ポロネーズ第６番 Op.53 

奨励賞 田口 信子 メンデルスゾーン/ロンド・カプリチオーソ 

入選 上原 和子 ショパン/ノクターン op.27-2 

入選 遠藤 仁美 
J.S.バッハ/パルティータ 1 番 BWV825/プレリューディウム/アル

マンド/コレンテ 



＜各賞プログラム番号順に掲載＞ 

大人部門【上級】 

金賞 下村 泰斗 リスト/波を渡るパオラの聖フランチェスコ 

銀賞 鈴木 琴美 
プロコフィエフ/ エチュード Op.2-4 徳山美奈子/ムジカ・ナラ 

銅賞 島村 裕子 
ハイドン/ソナタロ短調 Hob.XVI :32 第 1 楽章/ウェーベルン/子

供のための小品/ウェーベルン/ ピアノのための小品 

優秀賞 伊東 球美 ショパン舟歌 Op.60 

優秀賞 松石 永子 
プロコフィエフ/ピアノソナタ第３番 Op.28「古いノートから」 

奨励賞 鎌田 典子 シューマン/ピアノソナタ 第３番 Op.14 第１楽章 

奨励賞 鈴木 秀也 
ドビュッシー/映像第 2 集より「金色の魚」前奏曲集第 1 巻よ

り「西風の見たもの」 

入選 佐藤 聡美 
ベートーヴェン/ピアノソナタ第 23 番へ短調作品 57「熱情」

第 2,3 楽章 

入選 粉川 恭子 ショパン/バラード３番変イ長調 Op.47 

 

金… トロフィー・賞状・記念 T シャツ・コンサートご招待券が贈られます。 

銀・銅賞… トロフィー・賞状・記念 T シャツが贈られます。  

 優秀賞…トロフィー・賞状が贈られます。 

 奨励賞・入選… 賞状が贈られます。 

 

 

 

 

 

 

 



 

大人部門【連弾 A】 

銅賞 寺内 愛結 

寺内 咲貴 

ラフマニノフ/6 つの小品 Op-11-2 スケルツォ 

 

大人部門【連弾 B】 

金賞 松下 麻利亜 

加藤 未穂 

ドビュッシー/「夜想曲」より 祭り 

銀賞 小澤 菜々子 

竹本 伶愛 

G.フォーレ/組曲「ドリー」op.56 より 1.子守歌 2.

ミ・ア・ウ 6.スペインの踊り 

銅賞 朝比奈 智子 

中野 奈津江 

佐々木邦雄/大洋の鼓動 

 

ブルーメン部門 

入選 川田 寿里 ドラ・ペヤチェヴィッチ/「花の一生 Op.19」よりバラ 

 

金… トロフィー・賞状・記念 T シャツ・コンサートご招待券が贈られます。 

銀・銅賞… トロフィー・賞状・記念 T シャツが贈られます。  

 優秀賞…トロフィー・賞状が贈られます。 

 奨励賞・入選… 賞状が贈られます。 

 

 

 



＜各賞プログラム番号順に掲載＞ 

ショパン部門 

1 位ダイヤ賞 下村 泰斗 
エチュード Op.25-10/エチュード Op.25-12 

2 位サファイア賞 該当者なし  

3 位ルビー賞 横山 匠 エチュード Op.10-1 

優秀賞 鈴木 裕美 ノクターン 第 2 番 Op.9-2 

奨励賞 笹田 亜麻子 ノクターン第 8 番変二長調 Op.27-2 

奨励賞 中野 洋美 バラード第 1 番 Op. 23 

入選 久米 由起子 ノクターン嬰ハ短調「遺作」 

 

1 位…クリスタル・賞状・記念品・コンサートご招待券が贈られます。 

2 位・3 位… クリスタル・賞状・記念品が贈られます。  

 優秀賞…トロフィー・賞状が贈られます。 

 奨励賞・入選… 賞状が贈られます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜各賞プログラム番号順に掲載＞ 

生誕 250 年記念ベートーヴェン部門 

1 位ヨゼフィーネ賞 森川 ゆかり 
ピアノソナタ第 11 番変ロ長調 Op22 第 1 楽章 

2 位アントニー賞 下村 泰斗 ソナタ Op.53“waldstein”3 楽章 

2 位アントニー賞 出来 以久子 
ピアノソナタ第 28 番 作品 101 イ長調 

第 3.4 楽章 

3 位エリーゼ賞 臼井 曜子 
ピアノソナタ第 21 番 Op.53 Waldstein 

第 1 楽章 

優秀賞 氏家 貴子 幻想曲 Op.77 ト短調 

優秀賞 佐藤 聡美 
ピアノソナタ 第 23 番 へ短調 作品 57

「熱情」第１楽章 

優秀賞 染谷 淳人 
ピアノ・ソナタ 第 15 番 「田園」 第 1 楽

章 Op.28 

奨励賞 染野 純子 
ピアノソナタ第 8 番ハ短調作品 13「悲愴」

第一楽章 

奨励賞 今井 秋 
ピアノソナタ第 23 番 ヘ短調 Op.57 「熱

情」 第 3 楽章 

奨励賞 永草 寛和 
ピアノソナタ第 17 番 ニ短調 Op.31-2 

「テンペスト」第１楽章 

奨励賞 鈴木 裕美 
ピアノソナタ 第 24 番 Op.78 「テレーゼ」 

第 1 楽章 

入選 宮田 加奈子 
ピアノソナタ第 17 番 ニ短調 Op.31-2 第

1 楽章 

入選 山口 和之 ピアノソナタ第 23 番「熱情」第 3 楽章 

 

1 位…トロフィー・賞状・記念 T シャツ・コンサートご招待券が贈られます。 

2 位・3 位… クリスタル・賞状・記念品が贈られます。  

 優秀賞…トロフィー・賞状が贈られます。 

 奨励賞・入選… 賞状が贈られます 

 

 

 



全国大会最優秀賞（大人部門全級より得点が一番高かった方に贈られます） 

【副賞】第 6 回予選会 1 部門参加費免除・表彰楯・クリスタルが贈られます。 

下村 泰斗 大人部門【上級】リスト/波を渡るパオラの聖フランチェスコ 

   

   

リトルピアニスト賞（全部門より得点が一番高かった方に贈られます） 

【副賞】協賛リトルピアニスト様よりピアノ専用シューズ・表彰楯が贈られます 

森川 ゆかり ベートーヴェン部門 ピアノソナタ第 11 番変ロ長調 Op22 第 1 楽章 

 

 

審査員特別賞（全部門より得点に関係なく各審査員の先生方から贈られます） 

【副賞】審査員の先生方より記念品及びスワロフスキーボールペン・賞状が贈られます 

安達朋博先生 大人部門【連弾 B】 松下 麻利亜  加藤 未穂 

小田裕之先生 ベートーヴェン部門 氏家 貴子 

寿明義和先生 大人部門【上級】  島村 裕子 

   

 

 


