
第  77回　福山音楽コンクール本選会　受賞者 2019年　　11月　　　17日

賞名 番号 名前 ふりがな 学校名 学年

福山文化連盟賞 37 吉田　順子 ヨシダ　ヨリコ 福山市立山南小学校 5

福山文化連盟賞 18 甲斐　よし乃 カイ　ヨシノ  福山市立有磨小学校 6

賞名 番号 名前 ふりがな 学校名 学年

福山市長賞 28 木平　結映 キヒラ　ユエ 松永幼稚園 年長

福山市議会議長賞 9 村上　凛 ムラカミ　リン 福山市立川口小学校 2

（公財）ふくやま芸術文化財団賞 45 石田　あみ イシダ　アミ 福山市立松永小学校 6

福山商工会議所賞 68 佐藤　葉月 サトウ　ハヅキ 福山市立駅家西小学校 4

ｴﾘｻﾞﾍﾞﾄ音楽大学賞 81 野口　貴裕 ノグチ タカヒロ 広島市立宇品中学校 1

ｴﾘｻﾞﾍﾞﾄ音楽大学賞 86 鈴木　麻衣音 スズキ　マイネ 鳥取県立鳥取西高等学校 3

福山大学賞 26 磯田　菜帆 イソダ　ナホ 岡山県里庄町立里庄西小学校 1

福山大学賞 27 高橋　龍人 タカハシ リュウト 福山市立久松台小学校 2

福山大学賞 60 伊達　好美 ダテ コノミ 福山市立深津小学校 4

福山大学賞 36 鈴木　優来 スズキ　ユラ 竹原市立中通小学校 6

角本　真夕 カクモト　マユ 広島県立福山誠之館高等学校 2

山本　愛梨 ヤマモト　アイリ 福山暁の星女子高等学校 2

ｴﾘｻﾞﾍﾞﾄ音楽大学賞 21 鈴木　爽良 スズキ　ソラ 如水館中学校 3

福山大学賞 22 神谷　環 カミヤタマキ 尾道市立因島南中学校 3

福山大学賞 11 新井　美紀 アライ ミキ 福山暁の星小学校 2

専門委員長賞 海野　智暉 ウミノ　トモキ 近畿大学附属広島中学校福山校 3

真世土　宇美 マセド　ウミ 岡山市立足守中学校 3

小野　圭浩 オノ　ヨシヒロ 金光学園高等学校 1

小郷　希奏 オゴウ　マカナ 早島町立早島中学校 3

小川　広太郎 オガワ　コウタロウ 岡山県立津山高等学校 1

4

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

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） 5



ﾋﾟｱﾉ ランナーアップ

賞名 番号 名前 ふりがな 学校名 学年

朝日新聞社賞 58 矢部　遥菜 ヤベ　ハルナ 笠岡市立大井小学校 4

産経新聞社賞 71 大澤　香帆 オオサワ　カホ 三原市立第二中学校 1

山陽新聞社賞 46 小川　結彩 オガワ　ユウア 井原市立出部小学校 5

中国新聞社賞 63 繁山　芽依 シゲヤマ メイ 福山市立千田小学校 4

毎日新聞社賞 11 小島　あさひ オジマ　アサヒ 福山市立西小学校 2

読売新聞社賞 80 浅野　真凛 アサノ マリン 広島大学附属福山中・高等学校 2

中国放送賞 84 和田　征士 ワダ　マサト 私立 如水館高等学校 3

広島テレビ放送賞 17 石井　陽貴 イシイ　ハルキ 広島大学附属三原小学校 1

広島ホームテレビ賞 87 高場　望未 タカバ　ノゾミ 岡山県立岡山操山高等学校 1

テレビ新広島賞 1 井上　心琴 イノウエ ミコト 福山市立光小学校 1

福山ロータリークラブ賞 49 杉之原　里奈 スギノハラ　リナ 福山市立伊勢丘小学校 4

全音楽譜出版社賞 15 塩出　夏帆 シオデ　カホ 東小学校 2

審査員賞 69 富田　倫子 トミタ ノリコ 一般

連弾 ﾗﾝﾅｰｱｯﾌﾟ

丸尾　夏凛 マルオ　カリン 国立広島大学附属三原小学校 6

今林　結 イマバヤシ　ユイ 国立広島大学附属三原小学校 6

ｳﾞｧｲｵﾘﾝ ランナーアップ

朝日新聞社賞 23 益田　悠乃花 マスダ　ユノカ 尾道中学校 1

中国新聞社賞 24 海野　智暉 ウミノトモキ 近畿大学附属広島中学校福山校 3

福山ｳﾞｧｲｵﾘﾝ指導者協会賞 15 原田　奈那 ハラダナナ 松山市立石井北小学校 4

福山ロータリークラブ賞 19 神谷　遼 カミヤハルカ 尾道市立因島南小学校 6

全音楽譜出版社賞 8 芥 彩葉 アクタ イロハ 海田町立海田南小学校 2

審査員賞 3 村上　孝行 ムラカミ　タカユキ 一般

アンサンブル　ランナーアップ

岡野　愛海 オカノ　アイミ 尾道中学校 1

益田　悠乃花 マスダ　ユノカ 尾道中学校 1

浜原　史香 ハマハラ　フミカ 尾道中学校 1

甲斐　よし乃 カイ　ヨシノ 福山市立有磨小学校 6

福山ロータリークラブ賞 3

全音楽譜出版社賞 3



ﾋﾟｱﾉ　　ﾌｧｰｽﾄｸﾗｽ 番号 名前 ふりがな

5 堀　更紗 ホリ サラサ

31 佐藤　花音 サトウ　カノン

33 松浦　惇太 マツウラ ジュンタ

40 小谷　帆野 コタニ ホノ

44 原　巧人 ハラ　タクト

57 友野　莉緒 トモノ　リオ

78 川島　綾乃 カワシマ　アヤノ

82 開原　未來 カイハラ　ミライ

連弾　　ﾌｧｰｽﾄｸﾗｽ

岡田　優花 オカダ　ユウカ

岡田　りん オカダ　リン

ｳﾞｧｲｵﾘﾝ　ﾌｧｰｽﾄｸﾗｽ

4 前田　綾乃 マエダ アヤノ

6 大名　司 オオミョウ　ツカサ

7 多賀　史織 タガ  シオリ

13 西　花凜 ニシ　カリン

ピアノ　　ｾｶﾝﾄﾞｸﾗｽ 番号 名前 ふりがな

8 佐藤　佑梨 サトウ　ユリ

21 小林　雫 コバヤシ　シズク

24 坂井　雄飛 サカイ ユウヒ

38 竹内　玲奈 タケウチ　レイナ

55 辻　和花子 ツジ　ワカコ

64 安原　瑚遥 ヤスハラコハル

66 中松　紫音 ナカマツ　シオン

70 伊藤 綾 イトウ アヤ

ｳﾞｧｲｵﾘﾝ　ｾｶﾝﾄﾞｸﾗｽ

5 吉岡　和子 ヨシオカ　ワコ

9 國廣　紫乃 クニヒロ シノ

10 西野　煌大 ニシノ　コウダイ

12 石田　花 イシダ ハナ

14 平　紗瑛 タイラ サエ

20 佐藤　蓮人 サトウ　レント

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 ハラグチ　サヤ

村上　孝行 ムラカミ　タカユキ

池田　明子 イケダ　アキコ

1

2

4



ピアノ　  審査員奨励賞 番号 名前 ふりがな

2 是山　寛佳 コレヤマ　ヒロカ

3 岡田　伊純 オカダ　イズミ

4 井手　なつの イデ ナツノ

6 松下 結衣 マツシタ ユイ

7 妹尾　咲夢 セノオ　ミユ

10 三宅　彩仁 ミヤケ　サニ

12 吉岡　凛珊 ヨシオカ　リサ

13 大原　理紗子 オオハラ　リサコ

14 福田　結衣 フクダユイ

16 川田　萌々香 カワタ モモカ

18 西川　心晴 ニシカワコハル

19 池田　釉菜 イケダ　ユウナ

20 森田　悠生 モリタハルキ

22 池田　紗梨 イケダ　サリ

23 田中　美香 タナカ ミカ

25 塩飽　莉乃 シワク　リノ

29 谷越　莉咲 タニコシ　リサ

30 上崎　華菜 ウエサキ　ハナ

32 宮本　紗貴子 ミヤモトサキコ

34 平田　結梛 ヒラタ　ユウナ

50 藤本　光春 フジモト コハル

53 前津宗　明里 マエヅムネ　アカリ

59 升田　心侑 マスダ ミユウ

連弾　審査員奨励賞

田中　菜 タナカ　ナノハ

今田　瑠海 イマダ　ルミ

難波　紗矢 ナンバ　サヤ

佐野　桜子 サノ　ヨウコ

ｳﾞｧｲｵﾘﾝ　　審査員奨励賞

16 神原　すみれ カンバラ　スミレ

17 高橋　慧 タカハシ　ケイ

2

1



ピアノ　入選賞 番号 名前 フリガナ

42 平田　りりあ ヒラタ　リリア

47 山本　佳穂 ヤマモト カホ

41 難波　紗矢 ナンバ　サヤ

43 妹尾　苺香 セノオ　イチカ

39 宮西　優芽 ミヤニシ ユメ

35 河村　珠希 カワムラ　タマキ

56 塩田　帆夏 シオダ　ホノカ

67 塩川　弘康 シオカワ　ヒロヤス

54 林　誠樹 ハヤシ　セイジュ

61 浅井　優花 アサイユウカ

62 梅岡　心 ウメオカ　ココ

48 河田  らな カワタ  ラナ

51 北田　碧 キタダ アオイ

52 中西　百佳 ナカニシモモカ

65 近藤　舞衣 コンドウ マイ

76 浅井　瑛介 アサイエイスケ

73 岡田　りん オカダ　リン

75 本瓦　菜々子 ホンガワラ　ナナコ

72 小原　遙夏 コハラ　ハルカ

79 濱田　咲良 ハマダ　サクラ

77 梶田　千尋 カジタ　チヒロ

74 三橋　由梨乃 ミツハシ ユリノ

85 岡田　優花 オカダ　ユウカ

83 花戸　芙水乃 ハナト フミノ

ｳﾞｧｲｵﾘﾝ　入選賞

1 岡崎　隆一 オカザキタカイチ

2 田村　瞳 タムラ ヒトミ






