
   幼児部門（Preschool Category）　金賞（Gold Prize）

山本 亜里沙 J.S.バッハ（ペツォールト）：メヌエット ト長調 BWV Anh.114 https://youtu.be/JyVfMx6XQRU

山下 紗世 ポーランド民謡（グロット編曲）：せのひくい ちいさなのうか https://youtu.be/ZlXXjE_wzPE

金沢 依知歩 ポーランド民謡（グロット編曲）：せのひくい ちいさなのうか https://youtu.be/aOzZTy3pzl8

小西 あい J.S.バッハ（ペツォールト）：メヌエット ト長調 BWV Anh.114 https://youtu.be/ZkX-CU33uOw

宮崎 輝美 ルジツキ：チロルのワルツ https://youtu.be/V5Ew1IXW-qU

森谷 倫乃介 ルジツキ：チロルのワルツ https://youtu.be/yT-He1lJVbU

永峯 羽琉 クリーガー：メヌエット イ短調 https://youtu.be/2U0BizzJMCg

中羽 美依菜 J.S.バッハ（ペツォールト）：メヌエット ト長調 BWV Anh.114 https://youtu.be/vvpTPAjFP_E

西本 紬希 J.S.バッハ（ペツォールト）：メヌエット ト長調 BWV Anh.114 https://youtu.be/k_nrnuzsq_8

大久保 音々 J.S.バッハ（ペツォールト）：メヌエット ト長調 BWV Anh.114 https://youtu.be/XFxuyhZve5E

柴谷 花香 J.S.バッハ（ペツォールト）：メヌエット ト長調 BWV Anh.114 https://youtu.be/nJEwKDXVyJk

孫 亜菲 J.S.バッハ（ペツォールト）：メヌエット ト長調 BWV Anh.114 https://youtu.be/z9f5EDjUDyE

高田 悠里 ポーランド民謡（グロット編曲）：せのひくい ちいさなのうか https://youtu.be/z2aC5L9hDsM

高橋 樹生 ルジツキ：クラコヴィアク https://youtu.be/hBBXQMDRXyY

飛田 礼衣 ポーランド民謡(グロット編曲)：クヤヴィアク https://youtu.be/w53yfvML3R0

徳田 凜花 クリーガー：メヌエット イ短調 https://youtu.be/6PcH2Io2czc

   小学1・2年生部門（Elementary School Grade 1&2 Category）　金賞（Gold Prize）

若井 維吹 ショパン：ポロネーズ 変イ長調 遺作 https://youtu.be/goobJrIoFeg

渡部 梨桜 ショパン：ポロネーズ ト短調 遺作 https://youtu.be/h2QAYg6rdu8

吉永 結香 ショパン：ワルツ 作品70-2 遺作 https://youtu.be/bV0z1W_Svuc

川下 心鈴 ショパン：ポロネーズ 変イ長調 遺作 https://youtu.be/_VDgjZRkzSs

大槻 すみれ ショパン：ポロネーズ 変イ長調 遺作 https://youtu.be/XuUVTrWesZA

  小学3・4年生部門（Elementary School Grade 3&4 Category）　金賞（Gold Prize）

Hachiya May ショパン：ワルツ 作品69-1 遺作 https://youtu.be/gQ1xtqFkAuo

廣地 太偉 クログルスキ：ショパン風マズルカ ホ短調 https://youtu.be/HrFBdqSpxqE

河合 諒太郎 クログルスキ：ショパン風マズルカ ホ短調 https://youtu.be/ulNoykH8ilc

三留 咲歩 クログルスキ：ショパン風マズルカ ホ短調 https://youtu.be/mGYmoYqO_zk

谷本 さくら ザレンプスキ：お年玉 やさしく弾ける6つの小品 作品27-3 メヌエット https://youtu.be/ppDT82CGV64

  小学5・6年生部門（Elementary School Grade 5&6 Category）　金賞（Gold Prize）

上松 咲愛 ショパン：ポロネーズ 作品71-1 遺作 https://youtu.be/XEnnCszacE4

藤田 菜々子 ショパン：即興曲 第1番 作品29 https://youtu.be/0qSLg2pJeyk

稲田 つづる レシェティツキ：ロマンス https://youtu.be/slZrY-5zmbU

川下 新乃 ショパン：ポロネーズ 作品71-1 遺作 https://youtu.be/sBzQumU6Imk

  中学生部門（Junior High School Category）　金賞（Gold Prize）

安齋 華 ショパン：練習曲 作品10-1

ショパン：バラード 第2番 作品38

https://youtu.be/-IvIWmiQZ-o

原田 怜 ショパン：練習曲 作品10-2

ショパン：バラード 第2番 作品38

https://youtu.be/laq9MfjaXE0

小林 幹太 ショパン：練習曲 作品10-4

ショパン：スケルツォ 第1番 作品20

https://youtu.be/kf0r-CZKdho

沖村 裕太郎 ショパン：練習曲 作品25-6

ショパン：バラード 第2番 作品38

https://youtu.be/0tg2GXgKWKQ

澤田 幸希 ショパン：練習曲 作品10-8

ショパン：スケルツォ 第3番 作品39

https://youtu.be/W7Qd9WXP3FE

 
       第22回ショパン国際ピアノコンクールin ASIA

    　　最高位受賞者　演奏動画

　　　　　　　　　　　　　　＊金賞受賞者が該当者なしの場合、銀賞受賞者の動画となっております。
　　　　　　　　　　　　　　＊動画のダウンロード・保存・再頒布・販売等は一切禁止します。
　　　　　　　　　　　　　　＊予告なく公開を終了する場合がありますのでご了承ください。
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  高校生部門（Senior High School Category）　金賞（Gold Prize）

橋本 莉音 ショパン：練習曲 作品25-11

ショパン：序奏とロンド 作品16

https://youtu.be/BzbjFhBKWBs

河野 悟士 ショパン：練習曲 作品10-1

ショパン：スケルツォ 第4番 作品54

https://youtu.be/Cl3nmfc-GUA

前川 愛実 ショパン：練習曲 作品10-10

ショパン：バラード 第4番 作品52

https://youtu.be/9Bf7apsqkBQ

  大学生（University Category）　金賞（Gold Prize）

安達 莉子 ショパン：練習曲 作品10-12

ショパン：ポロネーズ 作品61

https://youtu.be/B50BS0n1-AI

西尾 翔登 ショパン：練習曲 作品10-1

ショパン：バラード 第1番 作品23

https://youtu.be/7kGMGOxFYQw

須藤 帆香 ショパン：練習曲 作品25-6

ショパン：舟歌 作品60

https://youtu.be/toeNYreiwps

  ソロアーティスト部門（Solo Artist Category）　金賞（Gold Prize）

宮原 雄大 ショパン：ノクターン 作品48-1

ショパン：バラード 第4番 作品52

https://youtu.be/dwaxe-gcE7E

  コンチェルトＩ部門（Concerto I Category）　金賞（Gold Prize）

松尾 陽栞 横山菁児：「ちょうちょ」 https://youtu.be/fG4od5QYhVs

齊藤 心結 越部信義：「追憶」 https://youtu.be/R-rY5SqkhPY

時友 美咲 横山菁児：「ちょうちょ」 https://youtu.be/AJklqcILo5I

  コンチェルトＡＡ部門（Concerto AA Category）　金賞（Gold Prize）

小石 龍之介 加藤豊：子どものためのコンチェルト「ロマンティコ」 https://youtu.be/3EumuulXQhc

柴野 一花 加藤豊：子どものためのコンチェルト「ロマンティコ」 https://youtu.be/6f8RJ3omw_A

  コンチェルトＡＢ部門（Concerto AB Category）　金賞（Gold Prize）

小石 龍之介 グレツキ：古典風ピアノ協奏曲 https://youtu.be/a5kFiaUsF8Q

益成 一葉 グレツキ：若きショパン風ピアノ協奏曲第2番 https://youtu.be/X2ah9vFWIuE

  コンチェルトＢ部門（Concerto B Category）　銀賞（Silver Prize）

伊波 蘭菜 ショパン：ピアノ協奏曲 第1番 第1楽章 https://youtu.be/vc1WmQPqiEA

新島 麻里菜 ショパン：ピアノ協奏曲 第1番 第1楽章 https://youtu.be/ujrh9O3wKv8

  コンチェルトC部門（Concerto C Category）　金賞（Gold Prize）

佐原 光 ショパン：ピアノ協奏曲 第1番 全楽章 https://youtu.be/houZjdei4RA

田代 優奈 ショパン：ピアノ協奏曲 第2番 全楽章 https://youtu.be/Xy_VLliE4Ms

  ショパニストＡ部門（Chopinist A Category）　金賞（Gold Prize）

岩間 朱香 ショパン：バラード 第1番 作品23 https://youtu.be/tuCVZfSweD4

河邉 直生 ショパン：ソナタ 第3番 作品58 第4楽章 https://youtu.be/oxIKkOr-dcs

  ショパニストB部門（Chopinist B Category）　金賞（Gold Prize）

佐藤 智英 ショパン：練習曲 作品10-8

ショパン：序奏とロンド 作品16

https://youtu.be/6tgS6vIekGo

篠原 英樹 ショパン：幻想曲 作品49 https://youtu.be/j2Gxfo5HiP4

  ショパニストS部門（Chopinist S Category）　金賞（Gold Prize）

花村 京子 ショパン：ポロネーズ 作品61 https://youtu.be/UszX_1glaOQ

加茂 邦仁子 ショパン：ポロネーズ 変ト長調 遺作 https://youtu.be/qwhLyKv5SIc

戸畑 和子 ショパン：舟歌 作品60 https://youtu.be/tuGZAUGEuLw

  ショパニストコンチェルトA部門（Chopinist Concerto A Category）　銀賞（Silver Prize）

小野 瑛理香 ショパン：ピアノ協奏曲 第1番 第1楽章 https://youtu.be/Kq9PC9a4Huk
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