
＜ディプロマクラスの部＞

賞名 番号 名前 ふりがな 学校名 学年

ベストパフォーマンス 該当者なし

ランナーアップ 27 坂本　穂波 ｻｶﾓﾄ　ﾎﾅﾐ
くらしき作陽大学音楽学科音楽学部
ピアノ専攻

3

ファーストクラス 28 池田　真央 ｲｹﾀﾞ　ﾏｵ 広島大学教育学部音楽文化系コース 4

セカンドクラス 26 池田　佑香 ｲｹﾀﾞ　ﾕｶ 大阪音楽大学大学院音楽研究科 1

29 柏本　たまき ｶｼﾓﾄ　ﾀﾏｷ 大阪教育大学 4

＜最優秀賞＞

福山文化連盟賞 24 榊原　一成 ｻｶｷﾊﾞﾗ　ｲｯｾｲ 広島大学附属福山高等学校 1

福山文化連盟賞 35 木村　碧 ｷﾑﾗ　ﾐﾄﾞﾘ 岡山市立操山中学校 1

＜ベストパフォーマンス＞

福山市長賞 5 太田　萌々 ｵｵﾀ　ﾓﾓ 福山暁の星女子中学校 2

福山市議会議長賞 33 中松　紫音 ﾅｶﾏﾂ　ｼｵﾝ 竹原中央こども園 6歳

（公財）ふくやま芸術文化振興財団賞 48 桒原　葵子 ｸﾜﾊﾗ　ｱｽﾞ 三原市立須波小学校 2

福山商工会議所賞 108 浅野　真凛 ｱｻﾉ　ﾏﾘﾝ 井原市立高屋小学校 4

専門委員長賞 114 大垣　絢菜 ｵｵｶﾞｷ　ｱﾔﾅ 福山市立樹徳小学校 5

新川　みみり ｼﾝｶﾜ　ﾐﾐﾘ 県立尾道北高等学校 1

早間 彩水 ﾊﾔﾏ ｱﾔﾐ 広島大学附属福山高等学校 1

専門委員長賞 37 後藤　健 ｺﾞﾄｳ　ｹﾝ 銀河学院中学校 1

手塚　桃子 ﾃﾂﾞｶ　ﾓﾓｺ 福山暁の星女子中学校 1

森川　万寛 ﾓﾘｶﾜ　ﾏﾋﾛ 広島大学附属福山中学校 1

山岡　珠代 ﾔﾏｵｶ　ﾀﾏﾖ ー 一般
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ヴァイオリン部門　

アンサンブル部門

専門委員長賞 3

ﾋﾟｱﾉ部門　

ﾋﾟｱﾉ部門　

ｳﾞｧｲｵﾘﾝ部門

連弾部門　

福山市教育委員会賞（連弾） 4



＜ランナーアップ＞

朝日新聞社賞 8 西岡　美芙優 ﾆｼｵｶ　ﾐﾌﾕ 三原市立宮浦中学校 1

産経新聞社賞 39 籔根　美鈴 ﾔﾌﾞﾈ　ﾐｽｽﾞ 西田学園糸崎幼稚園 6歳

山陽新聞社賞 25 元迫　洋 ﾓﾄｻｺ　ﾋﾛｼ 近畿大学附属広島高等学校福山校 3

中国新聞社賞 56 松田　猟楽 ﾏﾂﾀﾞ　ｶﾙﾗ 広島大学附属三原小学校 2

毎日新聞社賞 93 脇　春次 ﾜｷ　ﾊﾙｼﾞ 竹原市立竹原西小学校 3

読売新聞社賞 112 山本　理世 ﾔﾏﾓﾄ　ﾘｾ 福山市立明王台小学校 3

中国放送賞 35 佐藤　莉朋 ｻﾄｳ　ﾘﾎ 大門保育所 5歳

テレビ新広島賞 110 梶田　千尋 ｶｼﾞﾀ　ﾁﾋﾛ 福山市立久松台小学校 4

広島テレビ放送賞 19 竹原　冴子 ﾀｹﾊﾗ　ｻｴｺ 広島大学附属福山中学校 2

広島ホームテレビ賞 60 那俄性　琉偉 ﾅｶﾞｾ　ﾙｲ 福山市立新涯小学校 2

福山北ライオンズクラブ賞 128 吉田　すもも ﾖｼﾀﾞ　ｽﾓﾓ 福山市立手城小学校 5

福山ロータリークラブ賞 117 西岡　千乃 ﾆｼｵｶ　ﾁﾉ 広島大学附属三原小学校 6

福山YMCA賞 109 崎田　稟乃 ｻｷﾀ　ﾘﾉ 福山市立日吉台小学校 3

審査員賞 1 池田　智子 ｲｹﾀﾞ　ﾄﾓｺ 一般

岡田　優花 ｵｶﾀﾞ　ﾕｳｶ 尾道市立向島中学校 1

岡田　りん ｵｶﾀﾞ　ﾘﾝ 尾道市立重井小学校 5

朝日新聞社賞 20 西尾　結凪 ﾆｼｵ　ﾕﾅ 松山市立余土小学校 4

中国新聞社賞 21 玉城　叶環 ﾀﾏｼﾛ　ﾄﾜ 倉敷市立茶屋町小学校 4

福山ｳﾞｧｲｵﾘﾝ指導者協会賞 22 海野　智暉 ｳﾐﾉ　ﾄﾓｷ 福山暁の星小学校 5

福山北ライオンズクラブ賞 23 本瓦　遥 ﾎﾝｶﾞﾜﾗ　ﾊﾙｶ 福山市立水呑小学校 6

福山ロータリークラブ賞 32 小郷　希奏 ｵｺﾞｳ　ﾏｶﾅ 早島町立早島小学校 5

審査員賞 該当者なし

松林　史明 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ　ﾌﾐｱｷ 福山市立福山中学校 3

平　皓輝 ﾀｲﾗ　ｺｳｷ 福山市立福山中学校 3

本瓦　悠 ﾎﾝｶﾞﾜﾗ　ﾕｳ 広島大学附属福山高等学校 1

福山北ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ賞 4

連弾部門　

福山ロータリークラブ賞 2

ヴァイオリン部門　

アンサンブル部門

ﾋﾟｱﾉ部門　



＜ファーストクラス＞

20 猪原　望来 ｲﾉﾊﾗ　ﾐｸ

21 早間　彩水 ﾊﾔﾏ　ｱﾔﾐ

30 津川　理央 ﾂｶﾞﾜ　ﾘｵ

58 小松　珠子 ｺﾏﾂ　ﾐｺ

78 北村　颯雅 ｷﾀﾑﾗ　ｿｳｶﾞ

104 出水　彩菜 ﾃﾞﾐｽﾞ　ｱﾔﾅ

106 開原　未來 ｶｲﾊﾗ　ﾐﾗｲ

132 猪原　理央 ｲﾉﾊﾗ　ﾘｵ

1 都築　雅夫 ﾂﾂﾞｷ　ﾏｻｵ

26 大前　尚輝 ｵｵﾏｴ　ﾅｵｷ

29 後藤　麗 ｺﾞﾄｳ　ｳﾗﾗ

34 笹井　みのり ｻｻｲ　ﾐﾉﾘ

40 澁谷　華純 ｼﾌﾞﾔ　ｶｽﾐ

アンサンブル部門

中村　菜々 ﾅｶﾑﾗ　ﾅﾅ

石田　莉子 ｲｼﾀﾞ　ﾘｺ

檀上　菊一 ﾀﾞﾝｼﾞｮｳ　ｷｸｲﾁ

徳毛　涼子 ﾄｸﾓ　ﾘｮｳｺ

三谷　菜津 ﾐﾀﾆ　ﾅﾂ

檀上　菊一 ﾀﾞﾝｼﾞｮｳ　ｷｸｲﾁ

宇根　由利子 ｳﾈ　ﾕﾘｺ

宇根　誠之助 ｳﾈ　ｾｲﾉｽｹ

宇根　智子 ｳﾈ　ﾄﾓｺ

5

ﾋﾟｱﾉ部門　

ｳﾞｧｲｵﾘﾝ部門

1

2



＜セカンドクラス＞

ﾋﾟｱﾉ部門　

3 中山　昌子 ﾅｶﾔﾏ　ｼｮｳｺ

7 白川　実来 ｼﾗｶﾜ　ﾐｸ

16 小畑　華乃 ｺﾊﾞﾀｹ　ｶﾉ

17 小林　思倫 ｺﾊﾞﾔｼ　ｼﾘﾝ

22 檀上　央樹 ﾀﾞﾝｼﾞｮｳ　ﾃﾙｷ

34 松浦　幸愛 ﾏﾂｳﾗ　ｻﾁｱ

38 安井　莉帆 ﾔｽｲ　ﾘﾎ

41 福　芽依 ﾌｸ　ﾒｲ

47 倉岡　心優 ｸﾗｵｶ　ﾐﾕ

50 川上　寛大 ｶﾜｶﾐ　ｶﾝﾀ

64 林内　慎太郎 ﾊﾔｼｳﾁ　ｼﾝﾀﾛｳ

76 原田　彩結 ﾊﾗﾀﾞ　ｱﾕ

88 加上　奏 ｶｳｴ　ｶﾅﾃﾞ

94 本瓦　菜々子 ﾎﾝｶﾞﾜﾗ　ﾅﾅｺ

102 吉国　優 ﾖｼｸﾆ　ﾕｳ

124 蝦名　政宗 ｴﾋﾞﾅ　ﾏｻﾑﾈ

130 谷本　幸介 ﾀﾆﾓﾄ　ｺｳｽｹ

連弾部門

藤原　茉憂 ﾌｼﾞﾜﾗ　ﾏﾕｳ

藤井　胡春 ﾌｼﾞｲ　ｺﾊﾙ

藤井　結乃 ﾌｼﾞｲ　ﾕﾉ

藤原　美憂 ﾌｼﾞﾜﾗ　ﾐﾕｳ

ｳﾞｧｲｵﾘﾝ部門

15 島　ひとみ ｼﾏ　ﾋﾄﾐ

17 笠間　天月 ｶｻﾏ　ｱｷ

18 坂本　閑太郎 ｻｶﾓﾄ　ｶﾝﾀﾛｳ

24 上野　紗弥 ｳｴﾉ　ｻﾔ

25 藤井　文乃 ﾌｼﾞｲ　ｱﾔﾉ

28 徳毛　涼子 ﾄｸﾓ　ﾘｮｳｺ

31 森　忍 ﾓﾘ　ｼﾉﾌﾞ

36 森川　万寛 ﾓﾘｶﾜ　ﾏﾋﾛ

1

3



審査員奨励賞

ﾋﾟｱﾉ部門　

15 岡野　博行 ｵｶﾉ　ﾋﾛﾕｷ

18 藤原　美憂 ﾌｼﾞﾜﾗ　ﾐﾕｳ

32 青木　志乃為 ｱｵｷ　ｼﾉｲ

36 今川　莉珠 ｲﾏｶﾞﾜ　ﾘｽﾞ

40 松田　奈々 ﾏﾂﾀﾞ　ﾅﾅ

42 酒井　音歌 ｻｶｲ　ｵﾄｶ

44 柴田　侑 ｼﾊﾞﾀ　ﾀｽｸ

46 髙橋　和花 ﾀｶﾊｼ　ﾜｶ

54 石田　あみ ｲｼﾀﾞ　ｱﾐ

66 湯川　真央 ﾕｶﾜ　ﾏｵ

68 黒田　怜愛 ｸﾛﾀﾞ　ﾚｲﾅ

71 山本　里穂 ﾔﾏﾓﾄ　ﾘﾎ

73 作田　和奏 ｻｸﾀﾞ　ﾜｶﾅ

74 横山　藍子 ﾖｺﾔﾏ　ｱｲｺ

79 藤本　理緒 ﾌｼﾞﾓﾄ　ﾘｵ

81 大垰　妃菜 ｵｵﾀｵ　ﾋﾅ

84 友野　綾香 ﾄﾓﾉ　ｱﾔｶ

87 金本　知大 ｶﾈﾓﾄ　ﾁﾋﾛ

89 德富　菜々夏 ﾄｸﾄﾐ　ﾅﾅｶ

95 小林　愛実 ｺﾊﾞﾔｼ　ｱｲﾐ

97 渡辺　尚汰郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾅｵﾀﾛｳ

101 土肥　紗代子 ﾄﾞﾋ　ｻﾖｺ

103 田中　日香莉 ﾀﾅｶ　ﾋｶﾘ

107 川田　朋花 ｶﾜﾀ　ﾄﾓｶ

119 澤田　史歩 ｻﾜﾀﾞ　ﾁｶﾎ

120 蝦名　康直 ｴﾋﾞﾅ　ﾔｽﾅｵ

133 岡田　りん ｵｶﾀﾞ　ﾘﾝ

ｳﾞｧｲｵﾘﾝ部門

7 堀田　優 ﾎﾘﾀ　ﾕｳ

9 宮谷　紗和 ﾐﾔﾀﾆ　ｻﾜ

10 越智　政宗 ｵﾁ　ﾏｻﾑﾈ



＜入選＞

2 木下　一生 ｷﾉｼﾀ　ｶｽﾞｵ 72 門田　芽依 ﾓﾝﾃﾞﾝ　ﾒｲ

4 髙橋　良輔 ﾀｶﾊｼ　ﾘｮｳｽｹ 77 三上　幸奈 ﾐｶﾐ　ﾕｷﾅ

6 小川　楓真 ｵｶﾞﾜ　ﾌｳﾏ 80 神原　さくら ｶﾝﾊﾞﾗ　ｻｸﾗ

9 梅岡　安 ｳﾒｵｶ　ｱﾝ 82 新田　晟 ﾆｯﾀ　ｾｲ

10 重本　みやび ｼｹﾞﾓﾄ　ﾐﾔﾋﾞ 83 佐野　桜子 ｻﾉ　ﾖｳｺ

11 池田　朱李 ｲｹﾀﾞ　ｼﾞｭﾘ 85 津田　華苗 ﾂﾀﾞ　ｶﾅｴ

12 馬場　皓生 ﾊﾞﾊﾞ　ｺｳｷ 86 谷本　愛弥 ﾀﾆﾓﾄ　ﾏﾅﾐ

13 藤井　結乃 ﾌｼﾞｲ　ﾕﾉ 90 浅井　瑛介 ｱｻｲ　ｴｲｽｹ

14 岡田　優花 ｵｶﾀﾞ　ﾕｳｶ 91 岡田　望世 ｵｶﾀﾞ　ﾐﾖ

23 岡本　未希 ｵｶﾓﾄ　ﾐｷ 92 得納　彩生 ﾄｸﾉｳ　ｻｷ

31 桒田　かれん ｸﾜﾀﾞ　ｶﾚﾝ 96 市川　凛 ｲﾁｶﾜ　ﾘﾝ

37 伊達　蒼一郎 ﾀﾞﾃ　ｿｳｲﾁﾛｳ 98 松田　攝 ﾏﾂﾀﾞ　ｾﾂ

43 山口　仁菜 ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾆﾅ 99 佐藤　愛莉 ｻﾄｳ　ｱｲﾘ

45 深町　桃花 ﾌｶﾏﾁ　ﾓﾓｶ 100 小原　伊織 ｵﾊﾞﾗ　ｲｵﾘ

49 山路　嘉恵 ﾔﾏｼﾞ　ｶｴ 105 永原　実結 ﾅｶﾞﾊﾗ　ﾐﾕｳ

51 黒木　さくら ｸﾛｷ　ｻｸﾗ 111 弘中　沙樹 ﾋﾛﾅｶ　ｻｷ

52 藤井　絵梨奈 ﾌｼﾞｲ　ｴﾘﾅ 113 山脇　美緒 ﾔﾏﾜｷ　ﾐｵ

53 吉田　順子 ﾖｼﾀﾞ　ﾖﾘｺ 115 石松　希 ｲｼﾏﾂ　ﾉｿﾞﾐ

55 白根　実桜 ｼﾗﾈ　ﾐｵ 116 多田隈　凜 ﾀﾀﾞｸﾏ　ﾘﾝ

57 秋山　翔太 ｱｷﾔﾏ　ｼｮｳﾀ 118 小松　奏乃 ｺﾏﾂ　ｶﾉ

59 田上　虹帆 ﾀｶﾞﾐ　ﾅﾅﾎ 121 髙下 愛純 ｺｳｹﾞ ｱｽﾐ

61 畑山　陽那乃 ﾊﾀﾔﾏ　ﾋﾅﾉ 122 松本　花音 ﾏﾂﾓﾄ　ｶﾉﾝ

62 難波　紗矢 ﾅﾝﾊﾞ　ｻﾔ 123 河本　美緒 ｺｳﾓﾄ　ﾐｵ

63 仁井原　志姫 ﾆｲﾊﾗ　ｼｷ 125 池田　るい ｲｹﾀﾞ　ﾙｲ

65 三橋　穂花 ﾐﾂﾊｼ　ﾎﾉｶ 126 伊藤　幸大 ｲﾄｳ　ｺｳﾀﾞｲ

67 小田　菜々子 ｵﾀﾞ　ﾅﾅｺ 127 新田　和奈 ﾆｯﾀ　ｶｽﾞﾅ

69 伊藤　大智 ｲﾄｳ　ﾀﾞｲﾁ 129 桒原　寧子 ｸﾜﾊﾗ　ﾈﾈ

70 小林　将大 ｺﾊﾞﾔｼ　ﾏｻﾋﾛ 131 神谷　環 ｶﾐﾔ　ﾀﾏｷ

2 井上　樹 ｲﾉｳｴ　ｲﾂｷ 14 西岡　貴司 ﾆｼｵｶ　ﾀｶｼ

3 久能　美百合 ｸﾉｳ　ﾐﾕﾘ 16 大川　璃奈 ｵｵｶﾜ　ﾘﾅ

4 中村　菜々 ﾅｶﾑﾗ　ﾅﾅ 19 石根　幸之進 ｲｼﾈ　ﾕｷﾉｼﾝ

5 石田　莉子 ｲｼﾀﾞ　ﾘｺ 27 齋藤　花音 ｻｲﾄｳ　ｶﾉﾝ

6 清水　琴葉 ｼﾐｽﾞ　ｺﾄﾊ 30 児玉　侑紀 ｺﾀﾞﾏ　ﾕｷ

8 雑賀　茉奈 ｻｲｶﾞ　ﾏﾅ 33 西山　利沙 ﾆｼﾔﾏ　ﾘｻ

11 松尾　泰知 ﾏﾂｵ　ﾀｲﾁ 38 大倉　彩葉 ｵｵｸﾗ　ｲﾛﾊ

12 田中　音帆 ﾀﾅｶ　ﾈﾎ 39 井山　京香 ｲﾔﾏ　ｷｮｳｶ

13 藤田　桜輝 ﾌｼﾞﾀ　ﾊﾙｶ

ﾋﾟｱﾉ部門　

ｳﾞｧｲｵﾘﾝ部門


