
小学１・２年生部門 金賞 〇 E1208-03 陶山 絵梨華 中学生部門 金賞 〇 J08-02 佐久間 雄士
銀賞 〇 E1208-06 長谷川 杏海 金賞 〇 J08-23 三好 想
銀賞 〇 E1208-07 林 聡磨 金賞 〇 J08-24 森下 俊
銅賞 〇 E1208-01 澤田 優歩 銀賞 〇 J08-04 澤田 優衣
銅賞 〇 E1208-02 下平 知里 銀賞 〇 J08-12 芦野 瞳
銅賞 〇 E1208-04 樋田 律人 銀賞 〇 J08-20 松下 舞
奨励賞 E1208-13 宮澤 梨奈 銅賞 〇 J08-01 齋藤 日菜
奨励賞 E1208-14 中原 天花 銅賞 〇 J08-09 渡辺 愛

銅賞 〇 J08-11 新井 萌夏
小学３・４年生部門 金賞 〇 E3408-07 山﨑 陽菜 奨励賞 J08-05 城田 熙子

金賞 〇 E3408-12 林 琴子 奨励賞 J08-21 目黒 遥菜
金賞 〇 E3408-13 堀内 龍星
銀賞 〇 E3408-04 杉原 梨心 高校生部門 金賞 〇 H08-08 永井 眞子
銀賞 〇 E3408-05 田中 希枝 銀賞 〇 H08-03 長谷川 絵莉子
銀賞 〇 E3408-21 大内 心優 銀賞 〇 H08-04 市村 ひかり
銅賞 〇 E3408-06 渡久山 愛佳 銅賞 〇 H08-01 坂本 樹里
銅賞 〇 E3408-10 藤浦 響 銅賞 〇 H08-06 石井 もも
銅賞 〇 E3408-11 原田 健太郎 奨励賞 H08-05 猪瀬 彩
銅賞 〇 E3408-16 岩澤 ことね 奨励賞 H08-07 桑野 湧輝
奨励賞 E3408-01 西條 妃華
奨励賞 E3408-14 細山 愛梨沙 大学生部門 金賞 〇 U08-03 山口 ちなみ
奨励賞 E3408-15 伊藤 萌乃 銀賞 〇 U08-02 坂口 秀臣

銅賞 〇 U08-01 齋藤 玲奈
小学５・６年生部門 金賞 〇 E5608-13 福田 万弥 奨励賞 U08-06 加藤 美季

金賞 〇 E5608-21 中澤 真唯
金賞 〇 E5608-23 岡崎 修万 一般部門 金賞 〇 G08-04 唐澤 奈々
銀賞 〇 E5608-03 下平 陽香 金賞 〇 G08-05 中出 沙織
銀賞 〇 E5608-06 山田 桃佳 銅賞 〇 G08-06 中村 芙悠子
銀賞 〇 E5608-11 趙 炫柱 奨励賞 G08-02 掛札 文香
銀賞 〇 E5608-12 遠藤 七穂
銀賞 〇 E5608-17 河野 舞 コンチェルトB部門 該当者なし  
銅賞 〇 E5608-08 油井 美空
銅賞 〇 E5608-24 織本 佳世 コンチェルトC部門 銀賞 〇 CC08-01 齋藤 玲奈
奨励賞 E5608-18 宮坂 玲奈 銅賞 〇 CC08-02 雲野 茉里
奨励賞 E5608-10 浅見 夏奈 銅賞 〇 CC08-05 野村 梨沙

第15回ショパン国際ピアノコンクールinASIA 所沢地区大会　審査結果
（〇印は全国大会進出者）


