
小学1、2年生部門 金賞 〇 E1221-19 武藤 千華 大学生部門 銀賞 〇 U21-04 萩 賢輔
銀賞 〇 E1221-01 佐々木 梨乃 銅 〇 U21-09 野村 七海
銀賞 〇 E1221-07 山内 理桜菜 銅賞 〇 U21-05 伊奈 亜沙美
銅賞 〇 E1221-23 大倉 蘭花 奨励賞 U21-02 竹之内 優希
銅賞 〇 E1221-04 山口 真生 奨励賞 U21-01 澤 麻由奈
銅賞 〇 E1221-14 柏木 美咲 奨励賞 U21-07 村橋 奈波
銅賞 〇 E1221-22 小川 綺華  
奨励賞 E1221-15 川村 美里  
奨励賞 E1221-21 野村 友里愛 一般部門 銀賞 〇 G21-01 和沙 舞子

 奨励賞 G21-03 服部 一江
  

小学3、4年生部門 金賞 〇 E3421-03 坂田 栞梨  
金賞 〇 E3421-17 勝村 光貴 アマチュアソロAA部門 銀賞 〇 ASAA21-01 安西 詩乃
金賞 〇 E3421-01 佐原 冠Sa 銅賞 〇 ASAA21-02 小林 里穂
銀賞 〇 E3421-06 高森 理乃  
銀賞 〇 E3421-11 後藤 美優  
銀賞 〇 E3421-10 藤渕 望央 アマチュアソロAB部門 該当者なし  
銅賞 〇 E3421-12 橋本 凜々  
銅賞 〇 E3421-09 圓淨 結香  
銅賞 〇 E3421-23 宮野 桃花 プロフェッショナル部門 銀賞 〇 P3-03 尾崎 未空
銅賞 〇 E3421-07 戸苅 未紗子 銀賞 〇 P3-02 中川 真耶加
銅賞 〇 E3421-22 倉岡 心愛 銅賞 〇 P3-01 川添 由梨香
奨励賞 E3421-15 神田 沙奈  
奨励賞 E3421-20 小島 由莉  

 コンチェルトAA部門 銅賞 〇 CAA21-01 永井 佑奈
  

小学5、6年生部門 金賞 〇 E5621-23 神原 雅治  
銀賞 〇 E5621-12 浦野 未友花 コンチェルトB部門 銅賞 〇 CB21-01 尾島 里沙
銀賞 〇 E5621-24 片山 響
銀賞 〇 E5621-19 堀田 海斗
銀賞 〇 E5621-28 森 日桜菜
銀賞 〇 E5621-32 緒方 優月
銅賞 〇 E5621-15 藤ノ井 陽樹
銅賞 〇 E5621-04 島崎 蒼士
銅賞 〇 E5621-18 速水 理彩
銅賞 〇 E5621-06 杉浦 芹奈
銅賞 〇 E5621-14 藤井 亮我
奨励賞 E5621-01 櫻井 綾乃
奨励賞 E5621-07 鈴木 サラ
奨励賞 E5621-25 近藤 奈々美
奨励賞 E5621-29 長瀬 百伽

 
 

中学生部門 金賞 〇 J21-18 中村 優希
金賞 〇 J21-15 菊地 真梨子
銀賞 〇 J21-02 佐野 倫子
銀賞 〇 J21-19 尾田 萌々香
銀賞 〇 J21-10 藤永 華乃
銅賞 〇 J21-01 櫻井 凜央
銅賞 〇 J21-08 渡邉 萌子
奨励賞 J21-11 呉屋 光虹
奨励賞 J21-17 道下 真帆
奨励賞 J21-20 大橋 佑海

 
 

高校生部門 銀賞 〇 H21-10 黒木 七聖
銀賞 〇 H21-02 髙橋 莉央
銅賞 〇 H21-04 山田 安沙穂
銅賞 〇 H21-08 井上 香穂

 
 

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


