
 
小学1、2年生部門 金賞 〇 E1225-01 佐藤 織江 中学生部門 銀賞 〇 J25-06 竹内 愛香

金賞 〇 E1225-13 長谷川 ひなた 銅賞 〇 J25-01 阪井 彩花
銀賞 〇 E1225-11 浜辺 真緒 銅賞 〇 J25-09 山本 清華
銅賞 〇 E1225-03 島元 杏珠 銅賞 〇 J25-11 秋丸 紗季子
銅賞 〇 E1225-14 肥田 孟 銅賞 〇 J25-17 堀 怜子
奨励賞 E1225-04 白谷 昭太 銅賞 〇 J25-19 市居 宥香
奨励賞 E1225-07 吉田 葵 銅賞 〇 J25-26 松本 理惠
奨励賞 E1225-09 新 夏綺 奨励賞 J25-14 藤島 麻衣
奨励賞 E1225-10 古川 小春 奨励賞 J25-15 古川 幸季

 奨励賞 J25-16 原田 真優
 

小学3、4年生部門 金賞 〇 E3425-18 吉田 悠真  
金賞 〇 E3425-21 荒池 和 高校生部門 金賞 〇 H25-02 芝野 速大
金賞 〇 E3425-27 平康 花乃子 金賞 〇 H25-14 古谷 華梨
金賞 〇 E3425-40 小林 真佳 金賞 〇 H25-20 岸元 大周
金賞 〇 E3425-41 倉橋 陽土 銀賞 〇 H25-07 和田 紗代子
金賞 〇 E3425-47 森野 茉奈 銀賞 〇 H25-12 馬場 麻由香
銀賞 〇 E3425-04 下和田 花愛 銀賞 〇 H25-23 三村 詩音
銀賞 〇 E3425-12 和田 彩花 銅賞 〇 H25-21 北浦 公平
銀賞 〇 E3425-24 五島 あすか 銅賞 〇 H25-29 大橋 咲月
銀賞 〇 E3425-30 本田 菜摘 奨励賞 H25-05 竹ヶ鼻 智絵
銀賞 〇 E3425-31 飯田 かれん 奨励賞 H25-13 深江 樹
銀賞 〇 E3425-36 姜 尚平 奨励賞 H25-17 井箟 里奈子
銅賞 〇 E3425-03 氏木 明日香 奨励賞 H25-19 木下 実優
銅賞 〇 E3425-11 辻村 紗帆 奨励賞 H25-25 長瀬 琴音
銅賞 〇 E3425-13 和田 凜々子
銅賞 〇 E3425-48 中川 瑞規  
銅賞 〇 E3425-49 中村 直路 大学生部門 金賞 〇 U25-01 酒井 さやか
奨励賞 E3425-08 竹下 心菜 金賞 〇 U25-19 大橋 俊介
奨励賞 E3425-34 伊東 志津和 銅賞 〇 U25-02 須田 あゆみ
奨励賞 E3425-35 岩田 乃映 銅賞 〇 U25-12 藤田 菜央
奨励賞 E3425-37 梶谷 朱 奨励賞 U25-03 多田 美晴
奨励賞 E3425-51 大内 惇生 奨励賞 U25-10 榎屋 里穂

 奨励賞 U25-13 林 静香

小学５・６年生部門 金賞 〇 E5625-16 山本 悠太  
銀賞 〇 E5625-19 浅野 美月 一般部門 金賞 〇 G25-02 藤波 真理子
銀賞 〇 E5625-21 陳 京京 銀賞 〇 G25-03 細川 真以子
銀賞 〇 E5625-22 藤本 紗朗 銀賞 〇 G25-04 輿水 紘子
銀賞 〇 E5625-23 藤原 京香 銅賞 〇 G25-01 齊藤 智子
銅賞 〇 E5625-07 高橋 有紀  
銅賞 〇 E5625-08 高山 楓夏  
銅賞 〇 E5625-17 八島 芽生 コンチェルトB部門 金賞 〇 CB25-02 市居 宥香
銅賞 〇 E5625-28 稲垣 慈永  
銅賞 〇 E5625-29 稲山 莉乃碧  
銅賞 〇 E5625-30 嵓 仁実 アマチュアソロAB部門 銀賞 〇 ASAB25-01 新崎 佐和子
銅賞 〇 E5625-37 北脇 茉由子 銅賞 〇 ASAB25-02 井上 恵美
銅賞 〇 E5625-38 小牧 美琴  
奨励賞 E5625-01 坂本 知優  
奨励賞 E5625-02 櫻井 優菜 アマチュアソロB部門 銀賞 〇 ASB25-01 大道 慶一
奨励賞 E5625-18 八島 由梨果
奨励賞 E5625-25 早間 健斗
奨励賞 E5625-40 丸山 ほのか
奨励賞 E5625-44 岡田 彩来
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