
第  75 回　福山音楽コンクール本選会　受賞者 2017年　　11月　　　26日

賞名 番号 名前 ふりがな 学校名 学年

福山文化連盟賞 24 堀　夢華 ﾎﾘ　ﾕﾒｶ 里庄東小学校 4

福山文化連盟賞 20 竹中　幸音 ﾀｹﾅｶ　ｻﾁﾈ 広島大学附属福山中学校 中2

賞名 番号 名前 ふりがな 学校名 学年

福山市長賞 76 黒田　紗希 ｸﾛﾀﾞ　ｻｷ 世羅めぐみ認定こども園 6歳

福山市議会議長賞 45 松田　奈々 ﾏﾂﾀﾞ　ﾅﾅ 広島大学附属三原小学校 1

（公財）ふくやま芸術文化振興財団賞 17 桒原　葵子 ｸﾜﾊﾗ　ｱｽﾞ 三原市立須波小学校 4

福山商工会議所賞 68 山本　理世 ﾔﾏﾓﾄ　ﾘｾ 福山市立明王台小学校 5

ｴﾘｻﾞﾍﾞﾄ音楽大学賞 53 新田　和奈 ﾆｯﾀ　ｶｽﾞﾅ 岡山県立津山中学校 1

ｴﾘｻﾞﾍﾞﾄ音楽大学賞 81 山本　杏樹 ﾔﾏﾓﾄ　ｱﾝｼﾞｭ 広島大学附属福山高等学校 2

福山大学賞 35 中松　紫音 ﾅｶﾏﾂ　ｼｵﾝ 広島大学附属三原小学校 2

福山大学賞 9 石田　あみ ｲｼﾀﾞ　ｱﾐ 福山市立松永小学校 4

福山大学賞 41 荻原　菜奈子 ｵｷﾞﾊﾗ　ﾅﾅｺ 福山市立多治米小学校 2

福山大学賞 56 岡田　愛鈴 ｵｶﾀﾞ　ｱｲﾘ 福山市立駅家中学校 2

岡田　優花 ｵｶﾀﾞ　ﾕｳｶ 尾道市立向島中学校 中3

岡田　りん ｵｶﾀﾞ　ﾘﾝ 尾道市立向島中学校 中1

ｴﾘｻﾞﾍﾞﾄ音楽大学賞 23 奥原　幸 ｵｸﾊﾗ　ｺｳ 私立ノートルダム清心中学校 中３

福山大学賞 17 上野　遥夏 ｳｴﾉ　ﾊﾙｶ 東広島市立中央中学校 中3

福山大学賞 16 西下　瑞希 ﾆｼｼﾀ　ﾐｽﾞｷ 岡山市立伊島小学校 5

釜口　昂大 ｶﾏｸﾞﾁ　ﾀｶﾋﾛ 岡山大学 4

三俣　好令 ﾐﾏﾀ　ﾖｼﾊﾙ 岡山大学 院1

ｳﾞｧｲｵﾘﾝ ベストパフォーマンス

アンサンブル　ベストパフォーマンス

専門委員長賞 4

ﾋﾟｱﾉ 最優秀賞

ｳﾞｧｲｵﾘﾝ 最優秀賞

ﾋﾟｱﾉ ベストパフォーマンス　

連弾 ベストパフォーマンス

福山市教育委員会賞（連弾） 2



賞名 番号 名前 ふりがな 学校名 学年

朝日新聞社賞 49 桒原　寧子 ｸﾜﾊﾗ　ﾈﾈ 三原市立第四中学校 1

産経新聞社賞 14 田中　菜 ﾀﾅｶ　ﾅﾉﾊ 福山市立緑丘小学校 3

山陽新聞社賞 40 茂見　政宗 ﾓﾐ　ﾏｻﾑﾈ 三原市立西小学校 2

中国新聞社賞 43 今田　瑠海 ｲﾏﾀﾞ　ﾙﾐ ぎんがの郷小学校 2

毎日新聞社賞 21 山本　佳穂 ﾔﾏﾓﾄ　ｶﾎ 福山市立御幸小学校 4

読売新聞社賞 3 小田　菜々子 ｵﾀﾞ　ﾅﾅｺ 福山市立東小学校 4

中国放送賞 54 蝦名　康直 ｴﾋﾞﾅ　ﾔｽﾅｵ 福山市立城北中学校 2

広島テレビ放送賞 8 黒田　怜愛 ｸﾛﾀﾞ　ﾚｲﾅ 広島大学附属三原小学校 3

広島ホームテレビ賞 72 新井　美紀 ｱﾗｲ　ﾐｷ 私立福山暁の星幼稚園 6歳

テレビ新広島賞 27 伊達　好美 ﾀﾞﾃ　ｺﾉﾐ 福山市立深津小学校 2

福山ロータリークラブ賞 61 友野　綾香 ﾄﾓﾉ　ｱﾔｶ 福山市立千年小学校 5

福山北ライオンズクラブ賞 71 葛西　百音 ｶｻｲ　ﾓﾈ 私立明王台ｼｬﾛｰﾑ幼稚園 5歳

福山YMCA賞 52 岡田　りん ｵｶﾀﾞ　ﾘﾝ 尾道市立向島中学校 1

審査員賞 83 伊藤　綾 ｲﾄｳ　ｱﾔ 一般

宮永　実紗希 ﾐﾔﾅｶﾞ　ﾐｻｷ 倉敷市立乙島小学校 小1

宮永　麻希 ﾐﾔﾅｶﾞ　ﾏｷ 倉敷市立乙島小学校 小6

朝日新聞社賞 13 越智　政宗 ｵﾁ　ﾏｻﾑﾈ 福山市立西小学校 4

中国新聞社賞 22 中村　陽向 ﾅｶﾑﾗ　ﾋﾅﾀ 同志社国際学院国際部 中1

福山ｳﾞｧｲｵﾘﾝ指導者協会賞 12 新井　紀欧 ｱﾗｲ　ｷｵ 私立福山暁の星小学校 3

福山ロータリークラブ賞 14 朝倉　典子 ｱｻｸﾗ　ﾉﾘｺ 広島市立大芝小学校 3

福山北ライオンズクラブ賞 10 中村　菜々 ﾅｶﾑﾗ　ﾅﾅ 福山市立久松台小学校 3

審査員賞 3 木村　美智子 ｷﾑﾗ　ﾐﾁｺ 一般

福山北ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ賞 青木　もも ｱｵｷ　ﾓﾓ 福山暁の星女子高校 1

中松　花音 ﾅｶﾏﾂ　ｶﾉﾝ 広島県立広島中学校 3

連弾 ﾗﾝﾅｰｱｯﾌﾟ

福山ロータリークラブ賞 1

ｳﾞｧｲｵﾘﾝ ランナーアップ

アンサンブル　ランナーアップ

1

ﾋﾟｱﾉ ランナーアップ



ファーストクラス 番号 名前 ふりがな

ﾋﾟｱﾉ　　 1 湯川　真央 ﾕｶﾜ　ﾏｵ

11 古谷　柚実 ﾌﾙﾀﾆ　ﾕｽﾞﾐ

44 細谷　夏希 ﾎｿﾔ　ﾅﾂｷ

60 野口　貴裕 ﾉｸﾞﾁ　ﾀｶﾋﾛ

64 金本　知大 ｶﾈﾓﾄ　ﾁﾋﾛ

70 笠原　那寧 ｶｻﾊﾗ　ﾅﾂﾈ

75 松本　市佳 ﾏﾂﾓﾄ　ｲﾁｶ

82 檀上　央樹 ﾀﾞﾝｼﾞｮｳ　ﾃﾙｷ

ｳﾞｧｲｵﾘﾝ　　 9 石田　莉子 ｲｼﾀﾞ　ﾘｺ

15 田中　音帆 ﾀﾅｶ　ﾈﾎ

セカンドクラス 番号 名前 ふりがな

ピアノ　 4 倉岡　心優 ｸﾗｵｶ　ﾐﾕ

19 近藤　瑞咲 ｺﾝﾄﾞｳ　ﾐｽﾞｷ

23 小川　結彩 ｵｶﾞﾜ　ﾕｳｱ

26 山本　雪詠 ﾔﾏﾓﾄ　ﾕｷﾅｶﾞ

34 山脇　茉桜 ﾔﾏﾜｷ　ﾏｵ

38 小早川　凛花 ｺﾊﾞﾔｶﾜ　ﾘﾝｶ

46 笠原　一菜瀬 ｶｻﾊﾗ　ｲﾅｾ

57 梶田　千尋 ｶｼﾞﾀ　ﾁﾋﾛ

77 半田　晃太郎 ﾊﾝﾀﾞ　ｺｳﾀﾛｳ

ｳﾞｧｲｵﾘﾝ　　 11 桒田　汐音 ｸﾜﾀﾞ　ｼｵﾈ

19 森川　万寛 ﾓﾘｶﾜ　ﾏﾋﾛ



審査員奨励賞 番号 名前 ふりがな

ピアノ　 6 佐藤　青波 ｻﾄｳ　ｾｲﾊ

18 難波　紗矢 ﾅﾝﾊﾞ　ｻﾔ

25 鈴木　美帆 ｽｽﾞｷ　ﾐﾎ

28 大塚　心愛 ｵｵﾂｶ　ｺｺｱ

29 徐　依嘉 ｼﾞｮ　ｴｶ

30 石田　あこ ｲｼﾀﾞ　ｱｺ

31 小西　柚葉 ｺﾆｼ　ﾕｽﾞﾊ

32 石田　雛子 ｲｼﾀﾞ　ﾋﾅｺ

33 開原　あさひ ｶｲﾊﾗ　ｱｻﾋ

36 難波　由衣 ﾅﾝﾊﾞ　ﾕｲ

37 佐藤　葉月 ｻﾄｳ　ﾊﾂﾞｷ

39 柿原　結衣 ｶｷﾊﾗ　ﾕｲ

42 笠原　朱莉 ｶｻﾊﾗ　ｼﾞｭﾘ

47 栗原　大叶 ｸﾘﾊﾗ　ﾀﾞｲﾄ

48 目﨑　結愛 ﾒｻｷ　ﾕｱ

73 田村　侑生 ﾀﾑﾗ　ﾕｲ

74 山崎　琉禾 ﾔﾏｻｷ　ﾙｶ

78 井上　心琴 ｲﾉｳｴ　ﾐｺﾄ

ｳﾞｧｲｵﾘﾝ　 5 伊藤　ましろ ｲﾄｳ　ﾏｼﾛ

6 神原　すみれ ｶﾝﾊﾞﾗ　ｽﾐﾚ

7 河村　聡介 ｶﾜﾑﾗ　ｿｳｽｹ

8 平　紗瑛 ﾀｲﾗ　ｻｴ



入選 番号 名前 ふりがな

ピアノ 2 松井　俊輝 ﾏﾂｲ　ﾄｼｷ

5 竹内　玲奈 ﾀｹｳﾁ　ﾚｲﾅ

7 横山　藍子 ﾖｺﾔﾏ　ｱｲｺ

10 吉田　順子 ﾖｼﾀﾞ　ﾖﾘｺ

12 鈴木　優来 ｽｽﾞｷ　ﾕﾗ

13 三橋　穂花 ﾐﾂﾊｼ　ﾎﾉｶ

15 小田上　葵 ｵﾀﾞｶﾐ　ｱｵｲ

16 桒原　夢果 ｸﾜﾊﾗ　ﾕﾒｶ

20 畑山　陽那乃 ﾊﾀﾔﾏ　ﾋﾅﾉ

22 山上　和夏 ﾔﾏｶﾞﾐ　ﾜｶ

50 蝦名　政宗 ｴﾋﾞﾅ　ﾏｻﾑﾈ

51 多田隈　凜 ﾀﾀﾞｸﾏ　ﾘﾝ

55 藤田　早紀 ﾌｼﾞﾀ　ｻｷ

58 黒田　倖愛 ｸﾛﾀﾞ　ｺﾉｱ

59 泉　優月 ｲｽﾞﾐ　ﾕﾂﾞｷ

62 塩飽　恭平 ｼﾜｸ　ｷｮｳﾍｲ

63 吉田　紘一 ﾖｼﾀﾞ　ｺｳｲﾁ

65 原田　彩結 ﾊﾗﾀﾞ　ｱﾕ

66 蔵本　真歩 ｸﾗﾓﾄ　ﾏﾅﾎ

67 小林　愛実 ｺﾊﾞﾔｼ　ｱｲﾐ

69 本瓦　菜々子 ﾎﾝｶﾞﾜﾗ　ﾅﾅｺ

79 植田　夏生 ｳｴﾀﾞ　ﾅﾂｷ

80 野口　桂菜 ﾉｸﾞﾁ　ｶﾅ

84 上野　翔太 ｳｴﾉ　ｼｮｳﾀ

ｳﾞｧｲｵﾘﾝ 1 岡崎　隆一 ｵｶｻﾞｷ　ﾀｶｲﾁ

2 赤瀬　弥杉 ｱｶｾ　ﾐｽｷﾞ

4 本谷　廣栄 ﾓﾄﾔ　ﾋﾛｴｲ

18 中山　陽南子 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾅｺ

21 本村　美月 ﾓﾄﾑﾗ　ﾐﾂﾞｷ

ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ 徳毛　涼子 ﾄｸﾓ　ﾘｮｳｺ

中村　菜々 ナカムラ　ナナ

石田　莉子 ｲｼﾀﾞ　ﾘｺ

児玉　侑紀 ｺﾀﾞﾏ　ﾕｷ

神本　晋作 ｶﾐﾓﾄ　ｼﾝｻｸ

橋詰　直毅 ﾊｼﾂﾞﾒ　ﾅｵｷ

2

3



学年

学年



学年


