
小学１、2年生部門 金賞 〇 E1226-15 岩田 小花 中学生部門 金賞 〇 J26-06 垣内 優希
金賞 〇 E1226-02 白石 悠晟 銀賞 〇 J26-02 山本 杏樹
銀賞 〇 E1226-04 上原 心音 銅賞 〇 J26-01 植田 寛人
銀賞 〇 E1226-10 濱田 共生 銅賞 〇 J26-04 井上 平之
銀賞 〇 E1226-01 力武 美雨 銅賞 〇 J26-08 西本 龍生
銅賞 〇 E1226-06 天野 響 奨励賞 J26-10 乙部 優香
銅賞 〇 E1226-24 西﨑 音羽
銅賞 〇 E1226-07 麻田 呼幸
銅賞 〇 E1226-13 ホフマン セラフィナ祈恆 高校生部門 金賞 〇 H26-10 神山 美月
銅賞 〇 E1226-21 溝渕 蓮 銀賞 〇 H26-08 林 南見
奨励賞 E1226-09 浜田 日和 銀賞 〇 H26-09 平松 里菜
奨励賞 E1226-14 池田 芽依 銅賞 〇 H26-07 赤木 美紅帆
奨励賞 E1226-16 鎌野 莉緒 銅賞 〇 H26-13 三輪 浩子
奨励賞 E1226-20 三好 澄空 奨励賞 H26-03 髙橋 里沙
奨励賞 E1226-19 紅野 苺  

  
 大学生部門 銅賞 〇 U26-02 曽我部 智花

小学3、4年生部門 金賞 〇 E3426-15 笠原 璃音 奨励賞 U26-01 坂本 穂波
金賞 〇 E3426-03 渡邉 雄之介  
金賞 〇 E3426-08 原田 菜々子  
金賞 〇 E3426-07 後藤 風音 一般部門 該当者なし  
銀賞 〇 E3426-06 番場 唯愛  
銀賞 〇 E3426-27 岡田 心実  
銀賞 〇 E3426-28 岡野 菜々子 アマチュアソロAB部門 銅賞 〇 ASAB26-01 藤井 敬子
銀賞 〇 E3426-16 菊川 菜々美  
銀賞 〇 E3426-20 櫛間 大輔  
銅賞 〇 E3426-21 沓脱 奈々 コンチェルトI部門 金賞 〇 CI26-02 原田 菜々子
銅賞 〇 E3426-02 和田 卓也 銅賞 〇 CI26-01 浜本 麻実嘉
銅賞 〇 E3426-25 中村 文音  
銅賞 〇 E3426-05 柳瀬 理子  
奨励賞 E3426-13 伊藤 ゆうき コンチェルトC部門 奨励賞 CC26-01 石田 留美
奨励賞 E3426-09 橋津 光里
奨励賞 E3426-01 田頭 京花
奨励賞 E3426-11 飯田 かれん
奨励賞 E3426-17 岸本 樺音

 
 

小学5、6年生部門 金賞 〇 E5626-06 田谷 萌久美
金賞 〇 E5626-16 清野 桃菜
金賞 〇 E5626-27 大西 梨里
銀賞 〇 E5626-10 横溝 結香
銀賞 〇 E5626-18 近藤 紗吏
銀賞 〇 E5626-24 中山 玄蔵
銅賞 〇 E5626-01 畝川 莉里花
銅賞 〇 E5626-05 祖川 由望
銅賞 〇 E5626-19 松田 花凛
銅賞 〇 E5626-12 原田 哲至
銅賞 〇 E5626-13 橋本 妃由
奨励賞 E5626-11 浜本 麻実嘉
奨励賞 E5626-15 稲山 莉乃碧
奨励賞 E5626-21 松尾 桜子
奨励賞 E5626-03 妹尾 愛里
奨励賞 E5626-17 甲元 里菜
奨励賞 E5626-22 三澤 拓真

 
 

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


