
1 山口 千遥 ウクライナ民謡/もうおよめにいっちゃうのね 金賞

1 澤田 綾花
①L.モーツァルト/ブーレ　ホ短調

②キャサリン・ロリン/ふしぎなユニコーン
優秀賞

1 芝野 杏南 クロツキン/ワルツ 奨励賞

2 内田 百香 バイエル/バイエル60番 欠場

3 中村 柊太 ヤマハ/インディアンのたいこ 優秀賞

4 篠田 漱志 T.サリュトリンスカヤ/ロシアのうた 銅賞

5 神垣  早希 リムスキー=コルサコフ/おどけもののおどり 優秀賞

6 杉本 奈央 ギロック/おばけの足あと 優秀賞

7 斎藤 仁湖 クロツキン/ワルツ 奨励賞

8 宮崎 蒼大 ディアベリ/小品 優秀賞

9 八尾 侑生 F.Xクワタル/おともだち 奨励賞

10 原 実優 T.サリュトリンスカヤ/ロシアのうた 銀賞

1 菊谷 美有佳
①ハイドン/ドイツ舞曲Ⅰ

②グルリット/勇敢な兵士
金賞

2 宮崎 愛理 ギロック/タランテラ 優秀賞

3 川崎 美織
①トンプソン/“愛の夢” No.3の主題

②クーラウ/ソナチネ Op.55-1 第一楽章
入選

 

1 石山 詩依 C.C.ネーフェ/32番カンツォネット 銀賞

2 松本 桂馬 ツェルニー/柱時計 優秀賞

3 坪井 加穏 ツェルニー/柱時計 優秀賞

4 白鳥 乃凪 ブルグミュラー/第4番 子供の集会 奨励賞

5 杦本  はる D.カバレフスキー/じょうだん 銅賞

6 酒井 永一郎 G.P.テレマン/11番スケルツィーノ 入選

7 福島 梨乃 L.モーツァルト/28番ブーレ 欠場

8 清水 恵梨 轟 千尋/秋のワルツ 優秀賞

9 升谷 結衣 L.モーツァルト/28番ブーレ 優秀賞

10 大場 鈴々杏 ブルグミュラー/第1番 素直な心 奨励賞

11 茅根 彩里 ブルグミュラー/第1番 素直な心 入選
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キッズ部門（未就学）/Gコース（基礎）

キッズ部門（未就学）/Fコース（先進）※自由曲のため申込時の表記の通り記載しております。

小学1.2年生部門/Gコース（基礎）

小学1.2年生部門/Fコース（先進）※自由曲のため申込時の表記の通り記載しております。

小学3.4年生部門/Gコース（基礎）



 

1 大門 紬
①マイカパル/子どものダンス

②クーラウ/ソナチネOp.55-2 第1楽章
優秀賞

2 五十嵐 花奈 クーラウ/ソナチネOp.55,No.2 第一楽章 第二楽章 入選

3 橘 有紗
①ショパン/前奏曲　4番

②モシュコフスキー/20の小練習曲より8番
銀賞

4 芦塚 瑠泉
①W.A.モーツァルト/歌劇「魔笛」のテーマによる変奏曲

②ギロック/タランテラ
優秀賞

5 片山 吹優 三宅 榛名/赤とんぼ変奏曲 銅賞

6 高宮 奈月

J.S.バッハ=ラフマニノフ/

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」

金賞

 

1 吉里 心来 カバレフスキー/道化師 優秀賞

2 松本 菊代 カバレフスキー/道化師 奨励賞

3 功刀 麻衣 カバレフスキー/道化師 銅賞

4 鈴木 愛弥 ブルグミュラー/第16番 小さな嘆き 入選

5 宮阪 音蔵 ビール/23）ソナチネＯp.57 No.4[Ⅰ] 金賞

6 戸嵜 結夏 ギロック/ウィンナーワルツ 銀賞

7 瀬賀 紗彩 カバレフスキー/道化師 優秀賞

8 佐久間 喜助 ブルグミュラー/第11番　せきれい 入選

 

1 小澤 心音 ショパン/ワルツ 第8番 Op.64-3 奨励賞

2 茅根 羽海
①シベリウス/「抒情的瞑想」Op.40-5「子守歌」

②マクダウェル/12の練習曲 Op.39-12「ハンガリアン」
銅賞

3 江田 百花
①ハイドン/ソナタ 第42番 Hob.XVI:27 Op.14-1 ト長調 第2楽章

②メリカント/ワルツレント
優秀賞

 

1 羽賀 さくら クーラウ/ソナチネ Op.55,No.1 第2楽章 優秀賞

2 小林 紗良 シャミナード/「こどものアルバム第１集」より《タランテッラ》 優秀賞

3 柴崎 晴乃 ショパン/マズルカ第43番 Op.67-2 入選

 

1 寺西 心奏
①スカルラッティ/ソナタK.1/L.366 ニ短調

②ショパン/エチュードOp.25-2
優秀賞

2 鈴木 優来 ベートーヴェン/ピアノソナタ第8番ハ短調Op.13「悲愴」第3楽章 奨励賞

3 武田 ゆう美
①シューマン/森の情景Op.82より3番「寂しい花」

②クレメンティ/グラドゥス・アド・パルナッスムより29の練習曲 No.87
金賞

4 深見 亜弥 モーツァルト/ソナタ K.332 第3楽章 入選

5 徐 依嘉
①ベートーヴェン/ソナタ第25番Op.79より第1楽章

②チャイコフスキー/四季Op.37bisより「４月待雪草」
銅賞

 

1 石松 希
フランツ リスト/巡礼の年　第1年「スイス」

「泉のほとりで」S.160/R.10-4 A159
優秀賞

2 北村 智尋
①ショパン/エチュード 第8番 Op.10-8

②ベートーヴェン/ピアノ・ソナタ 第6番 第1楽章
入選

3 櫻庭 稜太 スクリャービン/幻想曲ロ短調Op.28 銅賞

中学生部門/Fコース（先進）※自由曲のため申込時の表記の通り記載しております。

高校生部門/Fコース（先進）※自由曲のため申込時の表記の通り記載しております。

小学3.4年生部門/Fコース（先進）※自由曲のため申込時の表記の通り記載しております。

小学5.6年生部門/Gコース（基礎）

小学5.6年生部門/Fコース（先進）※自由曲のため申込時の表記の通り記載しております。

中学生部門/Gコース（基礎）


