
第  76 回　福山音楽コンクール本選会　受賞者 2018年　　11月　　　25日

賞名 番号 名前 ﾌﾘｶﾞﾅ 学校名 学年

福山文化連盟賞 55 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 3

福山文化連盟賞 11 中村　晴 ﾅｶﾑﾗ　ﾊﾙ 同志社国際学院　国際部 小４

賞名 番号 名前 ﾌﾘｶﾞﾅ 学校名 学年

福山市長賞 5 井上　心琴 ｲﾉｳｴ　ﾐｺﾄ 天使幼稚園

福山市議会議長賞 39 野田　悠禾 ﾉﾀﾞ　ﾕｳｶ 福山市立旭小学校 5

（公財）ふくやま芸術文化振興財団賞 21 友野　莉緒 ﾄﾓﾉ　ﾘｵ 福山市立千年小学校 2

福山商工会議所賞 83 作田　和奏 ｻｸダ　ﾜｶﾅ 福山市立幕山小学校 4

ｴﾘｻﾞﾍﾞﾄ音楽大学賞 89 浅野　真凛 ｱｻﾉ　ﾏﾘﾝ 広島大学附属福山中学校 1

ｴﾘｻﾞﾍﾞﾄ音楽大学賞 54 山本　志織 ﾔﾏﾓﾄ　ｼｵﾘ 岡山県立岡山城東高等学校 3

福山大学賞 10 高橋　龍人 ﾀｶﾊｼ　ﾘｭｳﾄ 福山市立久松台小学校 1

福山大学賞 28 小黒　美月 ｵｸﾞﾛ　ﾐﾂﾞｷ 福山市立伊勢丘小学校 2

福山大学賞 79 栗原　大叶 ｸﾘﾊﾗ　ﾀﾞｲﾄ 英数学館小学校 3

福山大学賞 80 吉田　順子 ﾖｼﾀﾞ　ﾖﾘｺ 福山市立山南小学校 4

川島　綾乃 ｶﾜｼﾏ　ｱﾔﾉ 岡山大学教育学部附属中学校 2

古賀　麗 ｺｶﾞ　ｳﾗﾗ 岡山県立操山中学校 2

ｴﾘｻﾞﾍﾞﾄ音楽大学賞 14 益田　悠乃花 ﾏｽﾀﾞ　ﾕﾉｶ 尾道市立因島南小学校 6

福山大学賞 12 辻内　隆晟 ﾂｼﾞｳﾁ　ﾘｭｳｾｲ 同志社国際学院初等科 4

福山大学賞 8 山本　明日香 ﾔﾏﾓﾄ　ｱｽｶ 福山市立東小学校 2

東　さくら ｱｽﾞﾏ　ｻｸﾗ おかやま山陽高等学校 3

岡田　未来 ｵｶﾀﾞ　ﾐｸ おかやま山陽高等学校 2

知念　明日香 ﾁﾈﾝ　ｱｽｶ おかやま山陽高等学校 3

佐藤　沙弥香 ｻﾄｳ　ｻﾔｶ おかやま山陽高等学校 3

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 2

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） 3



賞名 番号 名前 ﾌﾘｶﾞﾅ 学校名 学年

朝日新聞社賞 4 木平　結映 ｷﾋﾗ　ﾕｴ 松永幼稚園

産経新聞社賞 7 安原　瑚遥 ﾔｽﾊﾗ　ｺﾊﾙ 福山市立湯田小学校 2

山陽新聞社賞 11 広田　心春 ﾋﾛﾀ　ｺﾊﾙ 福山市立御幸小学校 2

中国新聞社賞 60 黒田　怜愛 ｸﾛﾀﾞ　ﾚｲﾅ 広島大学附属三原小学校 4

毎日新聞社賞 68 繁山　芽依 ｼｹﾞﾔﾏ　ﾒｲ 福山市立千田小学校 3

読売新聞社賞 78 升田　心侑 ﾏｽﾀﾞ　ﾐﾕｳ 広島市立東野小学校 3

中国放送賞 34 湯川　真央 ﾕｶﾜ　ﾏｵ 福山市立西小学校 5

広島テレビ放送賞 43 鈴木　優来 ｽｽﾞｷ　ﾕﾗ 竹原市立中通小学校 5

広島ホームテレビ賞 86 浅井　瑛介 ｱｻｲ　ｴｲｽｹ 福山市立城北中学校 1

テレビ新広島賞 56 行武　未花 ﾕｸﾀｹ　ﾐｶ 広島県立福山誠之館高等学校 1

福山ロータリークラブ賞 8 難波　由衣 ﾅﾝﾊﾞ　ﾕｲ 福山市立伊勢丘小学校 2

株式会社AFW賞 27 細谷　夏希 ﾎｿﾔ　ﾅﾂｷ 福山市立光小学校 2

福山YMCA賞 50 山本　佳穂 ﾔﾏﾓﾄ　ｶﾎ 福山市立御幸小学校 5

岡田　優花 ｵｶﾀﾞ　ﾕｳｶ 近畿大学附属広島高等学校福山校 1

岡田　りん ｵｶﾀﾞ　ﾘﾝ 尾道市立向島中学校 2

朝日新聞社賞 18 高木　陽裕 ﾀｶｷﾞ　ｱｷﾋﾛ 奈良市立二名中学校 1

中国新聞社賞 22 田村　凜果 ﾀﾑﾗ　ﾘﾝｶ 大阪私立相愛高等学校 2

福山ｳﾞｧｲｵﾘﾝ指導者協会賞 16 坂本　閑太郞 ｻｶﾓﾄ　ｶﾝﾀﾛｳ 広島大学附属三原小学校 6

福山ロータリークラブ賞 15 甲斐　よし乃 ｶｲ　ﾖｼﾉ 福山市立有磨小学校 5

株式会社AFW賞 13 新井　紀欧 ｱﾗｲ　ｷｵ 私立福山暁の星小学校 4

審査委員賞 2 田村　瞳 ﾀﾑﾗ　ﾋﾄﾐ 一般

ｳﾞｧｲｵﾘﾝ ランナーアップ

ﾋﾟｱﾉ ランナーアップ

連弾 ﾗﾝﾅｰｱｯﾌﾟ

福山ロータリークラブ賞 5



ﾋﾟｱﾉ　ﾌｧｰｽﾄｸﾗｽ 番号 名前 ﾌﾘｶﾞﾅ

9 辻　元晴 ﾂｼﾞ　ﾓﾄﾊﾙ

15 山崎　琉禾 ﾔﾏｻｷ　ﾙｶ

19 坂井　雄飛 ｻｶｲ　ﾕｳﾋ

30 小原　愛梨 ｵﾊﾞﾗ　ｱｲﾘ

51 日野　真唯 ﾋﾉ　ﾏｲ

57 岡田　優花 ｵｶﾀﾞ　ﾕｳｶ

72 柴田　侑 ｼﾊﾞﾀ　ﾀｽｸ

81 林　優衣 ﾊﾔｼ　ﾕｲ

ｳﾞｧｲｵﾘﾝ　ﾌｧｰｽﾄｸﾗｽ

10 吉田　蓮 ﾖｼﾀﾞ　ﾚﾝ

20 森川　万寛 ﾓﾘｶﾜ　ﾏﾋﾛ

ピアノ　ｾｶﾝﾄﾞｸﾗｽ 番号 名前 ﾌﾘｶﾞﾅ

13 小島　あさひ ｵｼﾞﾏ　ｱｻﾋ

22 中西　百佳 ﾅｶﾆｼ　ﾓﾓｶ

29 高橋　澪 ﾀｶﾊｼ　ﾐｵ

31 森　咲綾 ﾓﾘ　ｻｱﾔ

45 野口　貴裕 ﾉｸﾞﾁ　ﾀｶﾋﾛ　

52 林内　慎太郎 ﾊﾔｼｳﾁ　ｼﾝﾀﾛｳ

59 石田　雛子 ｲｼﾀﾞ ﾋﾅｺ

77 松浦　幸愛 ﾏﾂｳﾗ　ｻﾁｱ

82 辰川　史成 ﾀﾂｶﾜ　ﾌﾐﾅﾘ

84 中松　紫音 ﾅｶﾏﾂ　ｼｵﾝ

88 泉　優月 ｲｽﾞﾐ　ﾕﾂﾞｷ

91 北村　颯雅 ｷﾀﾑﾗ　ｿｳｶﾞ

94 開原　未來 ｶｲﾊﾗ　ﾐﾗｲ

ｳﾞｧｲｵﾘﾝ　ｾｶﾝﾄﾞｸﾗｽ

7 越智　恭子 ｵﾁ　ｷｮｳｺ

19 児玉　侑紀 ｺﾀﾞﾏ　ﾕｷ

ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ　ｾｶﾝﾄﾞｸﾗｽ

中村　菜々 ﾅｶﾑﾗ　ﾅﾅ

原口　紗綾 ﾊﾗｸﾞﾁ　ｻﾔ
1



ピアノ審査委員奨励賞 番号 名前 ふりがな

1 木村　有里 ｷﾑﾗ　ﾕｳﾘ

2 深川　芽愛 ﾌｶｶﾞﾜ　ﾒｲ

3 中山　花凜 ﾅｶﾔﾏ　ｶﾘﾝ

6 坂本　優花 ｻｶﾓﾄ　ﾕｳｶ

12 藤森　想乃 ﾌｼﾞﾓﾘ　ｿﾉ

14 宮田　珠子 ﾐﾔﾀ　ﾐｺ

16 西川　心晴 ﾆｼｶﾜ　ｺﾊﾙ

17 肥後　絢音 ﾋｺﾞ　ｱﾔﾈ

18 妹尾　咲夢 ｾﾉｵ　ﾐﾕ

20 張　沛陽 ﾁｮｳ　ﾊｲﾖｳ

23 板原　志歩 ｲﾀﾊﾗ　ｼﾎ

24 塩川　雅貴 ｼｵｶﾜ　ﾏｻﾀｶ

25 中居　瑞希 ﾅｶｲ　ﾐｽﾞｷ

26 亀井　煌史 ｶﾒｲ　ｺｳｼ

32 塩川　弘康 ｼｵｶﾜ　ﾋﾛﾔｽ

46 鹿　優里菜 ｼｶ　ﾕﾘﾅ

53 本間　芽糸 ﾎﾝﾏ　ﾒｲ

66 鈴木　美帆 ｽｽﾞｷ　ﾐﾎ

69 菊田　史穂 ｷｸﾀ　ｼﾎ

ｳﾞｧｲｵﾘﾝ審査委員奨励賞　

4 國廣　紫乃 ｸﾆﾋﾛ　ｼﾉ

5 新井　美紀 ｱﾗｲ　ﾐｷ

6 桑田　有希 ｸﾜﾀﾞ　ﾕｳｷ

9 富田　晶天 ﾄﾐﾀ　ｼｮｳﾏ

17 浜原　史香 ﾊﾏﾊﾗ　ﾌﾐｶ

21 本村　美月 ﾓﾄﾑﾗ　ミヅキ



ピアノ入選 番号 名前 ふりがな

33 神原　小百合 ｶﾝﾊﾞﾗ　ｻﾕﾘ

35 桒原　夢果 ｸﾜﾊﾗ　ﾕﾒｶ

36 蔵本　真歩 ｸﾗﾓﾄ　ﾏﾅﾎ

37 恒藤　空乃香 ﾂﾈﾄｳ　ｿﾉｶ

41 井本　芽唯 ｲﾓﾄ　ﾒｲ

42 北村　悠月 ｷﾀﾑﾗ　ﾕﾂｷ

44 中西　和奏 ﾅｶﾆｼ　ﾜｶﾅ

47 大澤　香帆 ｵｵｻﾜ　ｶﾎ

48 倉岡　心優 ｸﾗｵｶ　ﾐﾕ

49 林　多喜子 ﾊﾔｼ　ﾀｷｺ

61 小川　結彩 ｵｶﾞﾜ　ﾕｳｱ

63 川相　佑充 ｶﾜｲ　ﾕﾐ

64 小田上　葵 ｵﾀﾞｶﾐ　ｱｵｲ

65 林　薫子 ﾊﾔｼ　ｶｵﾙｺ

67 入江　真帆 ｲﾘｴ　ﾏﾎ

73 山下　璃子 ﾔﾏｼﾀ　ﾘｺ

74 井上　暖香 ｲﾉｳｴ　ﾎﾉｶ

75 林原　夏希 ﾊﾔｼﾊﾞﾗ　ﾅﾂｷ

76 小湟　一騎 ｺﾎﾘ　ｲｯｷ

85 田中　航平 ﾀﾅｶ　ｺｳﾍｲ

87 関谷　怜未 ｾｷﾀﾆ　ﾚﾐ

90 渡辺　尚汰郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾅｵﾀﾛｳ

92 三橋　由梨乃 ﾐﾂﾊｼ　ﾕﾘﾉ

93 濵本　真希 ﾊﾏﾓﾄ　ﾏｷ

95 新田　和奈 ﾆｯﾀ　ｶｽﾞﾅ

連弾入選 番号 名前 ふりがな

桑田　凪々実 ｸﾜﾀﾞ　ﾅﾅﾐ

深川　知愛 ﾌｶｶﾞﾜ　ﾁﾅﾘ

植田　晴葵 ｳｴﾀﾞ　ﾊﾙｷ

王野　奏海 ｵｳﾉ　ｶﾅﾐ

藤井　結乃 ﾌｼﾞｲ　ﾕﾉ

藤原　美憂 ﾌｼﾞﾜﾗ　ﾐﾕｳ

ヴァイオリン入選 番号 名前 ふりがな

1 徳本　綾子 ﾄｸﾓﾄ　ｱﾔｺ

3 村上　孝行 ﾑﾗｶﾐ　ﾀｶﾕｷ

4

1

2


