
小学１・２年生部門  中学生部門  

金賞 ○ E1214-01 光飛田 賀一 金賞 ○ J14-17 井上 陽南子

銀賞 ○ E1214-10 安藤 翠月 銀賞 ○ J14-05 浪江 杏佳

銅賞 ○ E1214-07 佐藤 京美 銀賞 ○ J14-23 川野 百合子

銅賞 ○ E1214-08 立澤 英璃 銅賞 ○ J14-13 山本 樹生

銅賞 ○ E1214-02 宮地 嶺 銅賞 ○ J14-21 加瀬 有彩

奨励賞 E1214-17 小関 利太 銅賞 ○ J14-14 山下 美冬

奨励賞 E1214-13 礒辺 莉子 奨励賞 J14-11 谷口 知世

奨励賞 E1214-03 三宅 花奈 奨励賞 J14-12 美良 恵南

奨励賞 E1214-06 酒田 茉莉 奨励賞 J14-19 石井 優衣

奨励賞 E1214-09 山本 りり子 奨励賞 J14-20 岩川 菜々子

奨励賞 E1214-11 藤木 奏亮 奨励賞 J14-25 紺屋 まりな

 奨励賞 J14-01 松岡 萌音

小学３・４年生部門  

金賞 ○ E3414-08 中谷 響 高校生部門

金賞 ○ E3414-01 牧 英里佳 銀賞 ○ H14-05 佐藤 元洋

銀賞 ○ E3414-05 森永 冬香 銅賞 ○ H14-02 松岡 すみれ

銀賞 ○ E3414-16 戸田 茉優子 銅賞 ○ H14-04 落合 都

銀賞 ○ E3414-04 森居 勇樹 奨励賞 H14-10 樋口 歩美

銅賞 ○ E3414-06 村田 茉莉子 奨励賞 H14-08 古野 七央佳

銅賞 ○ E3414-19 明石 菜々実 奨励賞 H14-09 蓮野 まゆこ

銅賞 ○ E3414-14 須山 桜彩

銅賞 ○ E3414-07 中川 葉月 大学生部門  

奨励賞 E3414-24 春日 彩音 金賞 ○ U14-03 佐藤 瑞穂

奨励賞 E3414-23 平木 友葉 銅賞 ○ U14-06 吉田 朱里

奨励賞 E3414-12 佐藤 愛香 銅賞 ○ U14-01 松元 一世

奨励賞 E3414-18 相葉 瑛玲菜 奨励賞 U14-02 三根 絵里子

 奨励賞 U14-05 武原 聖

小学５・６年生部門  奨励賞 U14-07 岩瀬 健人

金賞 ○ E5614-03 三好 想  

金賞 ○ E5614-24 入岡 美澪 一般部門  

銀賞 ○ E5614-01 松崎 加奈 金賞 ○ G14-08 昆 一成

銀賞 ○ E5614-02 皆川 瑞樹 銀賞 ○ G14-02 坪倉 ひとみ

銀賞 ○ E5614-05 向井 美桜 銀賞 ○ G14-03 角田 真理

銅賞 ○ E5614-28 久保 美結 銀賞 ○ G14-06 木村 裕貴

銅賞 ○ E5614-15 山本 悠流 銅賞 ○ G14-07 小林 有理佳

銅賞 ○ E5614-23 市村 菜々美 奨励賞 G14-05 川原田 奈美

銅賞 ○ E5614-26 兒玉 奈穂 奨励賞 G14-01 重道 博世

銅賞 ○ E5614-06 中村 慶

銅賞 ○ E5614-13 谷口 八重 コンチェルトＡ部門  

銅賞 ○ E5614-21 福島 彩加 銅賞 ○ CA14-01 吉田 実句

奨励賞 E5614-25 城戸 愛香  

奨励賞 E5614-10 鈴木 優南 コンチェルトＢ部門  

奨励賞 E5614-19 藤木 俊亮 銀賞 ○ CB14-01 落合 都

奨励賞 E5614-27 鯉渕 優菜  

奨励賞 E5614-07 野作 実優 コンチェルトＣ部門  

奨励賞 E5614-20 藤吉 七海 銀賞 ○ CC14-02 小南 雅世

奨励賞 E5614-17 麻生 佳渚 銅賞 ○ CC14-01 兼田 絵美

奨励賞 E5614-11 高木 萌々子

アマチュアソロＡ部門  

アマチュアソロＢ部門  金賞 ○ ASA14-05 金木 優美子

金賞 ○ ASB14-01 柳生 洋行 銀賞 ○ ASA14-02 新村 雅子

銀賞 ○ ASA14-01 森 浩子

銅賞 ○ ASA14-04 渡辺 創

銅賞 ○ ASA14-03 岡田 寛史

第13回ショパン国際ピアノコンクールinASIA 横浜地区大会　審査結果
（〇印は全国大会進出者）


