
プロフェッショナル部門 金賞 〇 P10-01 鶴澤 奏 高校生部門 金賞 〇 H10-07 吉田 サハラ
金賞 〇 P10-02 原嶋 唯 金賞 〇 H10-24 三浦 舞夏
金賞 〇 P10-04 上川 佳連 金賞 〇 H10-27 森 美由紀
銀賞 〇 P10-06 目黒 遥菜 銀賞 〇 H10-10 坂内 美桜
銀賞 〇 P10-07 中野 明香 銀賞 〇 H10-13 林 真由
銅賞 〇 P10-03 早坂 忠明 銀賞 〇 H10-19 石川 紗穂利
銅賞 〇 P10-05 纐纈 健太 銀賞 〇 H10-25 宮田 真央

銅賞 〇 H10-22 木辻 朱音
小学１・２年生部門 金賞 〇 E1210-27 沖村 裕太郎 銅賞 〇 H10-32 岡本 祐佳

銀賞 〇 E1210-06 高橋 じゅのん 奨励賞 H10-11 藤野 里砂
銀賞 〇 E1210-15 岩城 早良 奨励賞 H10-14 林 里咲
銀賞 〇 E1210-23 中原 天花 奨励賞 H10-15 平田 有香
銀賞 〇 E1210-25 野瀬 紅緒 奨励賞 H10-28 村上 うらら
銅賞 〇 E1210-22 宮垣 柚来
奨励賞 E1210-10 山岸 十和 一般部門 銀賞 〇 G10-04 宇野 ジョセフィーヌ

奨励賞 E1210-11 林 飛揚 銀賞 〇 G10-05 渡辺 哲也
奨励賞 E1210-14 伊藤 彩 銅賞 〇 G10-01 坂本 すみれ
奨励賞 E1210-16 仮屋 琥太朗 銅賞 〇 G10-03 田中 理恵
奨励賞 E1210-17 川井 花音 銅賞 〇 G10-08 長尾 敬子
奨励賞 E1210-21 松永 陸要 銅賞 〇 G10-09 能勢 真理子

小学３・４年生部門 金賞 〇 E3410-18 海老原 歩実 大学生部門 金賞 〇 U10-17 平田 紗希
金賞 〇 E3410-38 西尾 彩 金賞 〇 U10-23 栗栖 友也
銀賞 〇 E3410-08 種橋 萌 銀賞 〇 U10-06 嶋津 千沙輝
銀賞 〇 E3410-11 上原 悠 銀賞 〇 U10-07 篠村 友輝哉
銀賞 〇 E3410-16 阿部 美雅 銀賞 〇 U10-12 内村 真凛
銀賞 〇 E3410-17 土居 美裕己 銀賞 〇 U10-29 中村 祥菜
銀賞 〇 E3410-27 稲積 陽菜 銅賞 〇 U10-05 澤井 くるみ
銀賞 〇 E3410-32 前田 夏樹 銅賞 〇 U10-11 田中 珠名
銅賞 〇 E3410-04 澤村 芹菜 奨励賞 U10-09 鈴木 桃子
銅賞 〇 E3410-07 田村 はるな 奨励賞 U10-13 山本 真梨子
銅賞 〇 E3410-14 吉田 佳暖 奨励賞 U10-14 吉田 桃子
銅賞 〇 E3410-19 遠藤 ひかる 奨励賞 U10-15 福田 有理絵
銅賞 〇 E3410-30 加藤 美咲 奨励賞 U10-16 古野 七央佳
銅賞 〇 E3410-40 小幡 夏穂 奨励賞 U10-20 河村 奈美
奨励賞 E3410-09 土屋 航 奨励賞 U10-22 近藤 花加
奨励賞 E3410-15 吉沢 友香
奨励賞 E3410-26 市川 陽遥里 コンチェルトAA部門 銀賞 〇 CAA10-02 波羅 真由子
奨励賞 E3410-34 松本 侑里茜
奨励賞 E3410-35 三浦 未久 コンチェルトB部門 銅賞 〇 CB10-02 坂本 すみれ

小学５・６年生部門 金賞 〇 E5610-11 浅見 夏奈 コンチェルトC部門 銀賞 〇 CC10-02 太刀川 希
金賞 〇 E5610-16 今井 理子 銅賞 〇 CC10-05 大谷 朋
金賞 〇 E5610-23 森永 冬香 銅賞 〇 CC10-04 宮坂 恵美
銀賞 〇 E5610-07 竹田 ひかる
銀賞 〇 E5610-12 原田 理暖 アマチュアソロAB部門銀賞 〇 ASAB10-03 山岸 広典
銀賞 〇 E5610-18 刈谷 優 銅賞 〇 ASAB10-01 酒井 紀子
銅賞 〇 E5610-06 田口 和佳
銅賞 〇 E5610-09 友澤 佑介 中学生部門 金賞 〇 J10-29 永井 希望
銅賞 〇 E5610-20 木室 綾乃 銀賞 〇 J10-03 所山 武司
奨励賞 E5610-02 清宮 千歩 銀賞 〇 J10-11 浅間 夏海
奨励賞 E5610-08 寺田 杏恩 銀賞 〇 J10-18 板倉 香奈子
奨励賞 E5610-17 稲吉 歩弥 銀賞 〇 J10-22 前田 康汰
奨励賞 E5610-22 宮野 明音 銅賞 〇 J10-14 藤垣 美南
奨励賞 E5610-24 長島 由依 銅賞 〇 J10-16 菱谷 菜々子

銅賞 〇 J10-32 大浜 七菜実
奨励賞 J10-04 須賀 舞鈴
奨励賞 J10-09 浅井 英志
奨励賞 J10-10 浅倉 琴美
奨励賞 J10-30 西川 夏帆
奨励賞 J10-31 小倉 馨
奨励賞 J10-34 大嶋 有紗

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


