
小学１・２年生部門 金賞 〇 E1214-19 祢宜田 芽夏 高校生部門 金賞 〇 H14-09 古海 行子
銀賞 〇 E1214-06 植田 夏帆 銀賞 〇 H14-17 岸本 陸
銀賞 〇 E1214-10 土井 結音 銀賞 〇 H14-21 夏目 愛美
銀賞 〇 E1214-15 小林 穂香 銅賞 〇 H14-02 篠田 美優
銅賞 〇 E1214-01 佐藤 政望 銅賞 〇 H14-04 塚本 麻友
銅賞 〇 E1214-22 太田 夏梨 銅賞 〇 H14-10 橋本 愛海
奨励賞 E1214-09 大藤 莞爾 銅賞 〇 H14-18 小西 菜々子
奨励賞 E1214-16 小糸 創太 奨励賞 H14-05 植野 萌雅
奨励賞 E1214-20 小田 蘭 奨励賞 H14-11 林 真由

 奨励賞 H14-12 林 里咲
小学３・４年生部門 金賞 〇 E3414-01 斉藤 美羽 奨励賞 H14-19 宮内 悠貴

金賞 〇 E3414-14 鎌田 紗綾
銀賞 〇 E3414-06 阿部 由奈 大学生部門 金賞 〇 U14-01 佐原 光
銀賞 〇 E3414-11 橋本 花佳 銀賞 〇 U14-13 嘉村 ゆりえ
銀賞 〇 E3414-15 金久保 涼 銀賞 〇 U14-17 森岡 姿帆
銅賞 〇 E3414-12 岩越 美佳 銅賞 〇 U14-09 蓮野 まゆこ
銅賞 〇 E3414-16 春日 萌葉 銅賞 〇 U14-10 星野 紗月
銅賞 〇 E3414-23 沼田 夏芽 奨励賞 U14-05 吉田 桃子
奨励賞 E3414-04 須田 光 奨励賞 U14-12 伊藤 未玖美
奨励賞 E3414-10 長谷川 ヒューゴ  
奨励賞 E3414-17 加藤 美咲 一般部門 奨励賞 G14-01 田中 理恵

 奨励賞 G14-02 宇野 ジョセフィーヌ

小学５・６年生部門 金賞 〇 E5614-12 藤田 美未  
金賞 〇 E5614-15 林 美夢 コンチェルトI部門 銅賞 〇 CI14-01 後藤 理花
銀賞 〇 E5614-06 山本 悠生  
銀賞 〇 E5614-16 広瀬 真菜 コンチェルトB部門 金賞 〇 CB14-02 黒木 雪音
銅賞 〇 E5614-01 西海 朱音 銀賞 〇 CB14-01 佐原 光
銅賞 〇 E5614-03 須山 桜彩  
銅賞 〇 E5614-07 吉野 利英 コンチェルトC部門 金賞 〇 CC14-03 中村 優似
銅賞 〇 E5614-10 馬場 杏果  
銅賞 〇 E5614-25 西村 明里紗 アマチュアソロAA部門 銀賞 〇 ASAA14-01 秋澤 里南
銅賞 〇 E5614-26 小川 遥 銅賞 〇 ASAA14-02 尾﨑 すみれ
奨励賞 E5614-14 林 賢佑  
奨励賞 E5614-18 木室 綾乃 アマチュアソロAB部門 銅賞 〇 ASAB14-04 牧野 優子
奨励賞 E5614-19 岸 愛夏 銅賞 〇 ASAB14-05 森 史子
奨励賞 E5614-20 真島 由衣  
奨励賞 E5614-27 岡澤 真衣 アマチュアソロB部門 金賞 〇 ASB14-01 出石 弥生

 
中学生部門 金賞 〇 J14-24 久保田 草太

銀賞 〇 J14-18 石井 恵梨
銀賞 〇 J14-27 中岡 尚子
銅賞 〇 J14-04 杉山 由佳
銅賞 〇 J14-07 浦井 優穂
銅賞 〇 J14-10 新井 美加
銅賞 〇 J14-21 北原 義嗣
奨励賞 J14-14 浅倉 琴美
奨励賞 J14-22 兒玉 奈穂
奨励賞 J14-25 目黒 遥菜
奨励賞 J14-29 大西 芙由子

 

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


