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　本日は、ご来場いただきまして誠にありがとうございます。

　カワイピアノコンクール全国大会は、一昨年、昨年と新型コロナウイルス感染症

拡大の影響により、中止やオンライン開催を余儀なくされました。

　今回、本コンクールの全国大会を、ここ音楽のまち 浜松においてできますこと

は、この上なく大きな喜びでございます。

　1968年より始まった本コンクールは今年で55回目を迎えます。

　半世紀以上にわたり多くのピアニストを育んでまいりましたが、全国大会で入賞

された多くの方々が、現在第一線で活躍されています。

　これもひとえに皆様のご支援とご協力の賜物と、心より感謝申し上げます。

　さて、各地区の厳しい予選会・地区本選会を通過された出場者の皆様、本日は誠

におめでとうございます。昨年の予選会から始まり、指導者の皆様と共に沢山の練

習を積み重ねて来られたことと思います。

　本日はその成果を存分に発揮され、全国大会という晴れの舞台を大いに楽しんで

頂きたいと存じます。

　そして会場にお越しの皆様、未来を担うピアニストたちが奏でる豊かな音楽を是

非最後までお楽しみいただきたくお願い申し上げます。

　最後になりましたが、今後も本コンクールが多くの皆様に愛され、若い音楽家の

育成にお力添えできますことを心より祈念し、挨拶とさせていただきます。

ごあいさつ

カワイ音楽コンクール委員会　委員長
㈱河合楽器製作所　代表取締役会長  兼  社長

河 合  弘 隆
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参加資格

（使用楽器：カワイフルコンサートピアノSK-EX）

8月18日（木）
開　演 （12：30）

Ｂコース
休　憩
Ａコース
休　憩
表彰式

終　演 （18：15）予定

Ａコース……高校1年生以下
Ｂコース……小学校6年生以下
（予選会参加時点）

第55回カワイピアノコンクール全国大会
連弾部門

第55回カワイピアノコンクール全国大会　連弾部門  A・Bコース

東　　誠三

落合　　敦

佐々木　素

椎野　伸一

廻　由美子

ピアニスト、東京藝術大学教授

ピアニスト、フェリス女学院大学教授、国際ピアノデュオ協会理事

ピアニスト

ピアニスト、東京学芸大学名誉教授

ピアニスト、桐朋学園大学教授

第55回カワイピアノコンクール全国大会　ソロ部門  A・B・Cコース

東　　誠三

新井　博江

佐藤　　俊

奈良　希愛

渡邉規久雄

ピアニスト、東京藝術大学教授

ピアニスト、桐朋学園大学・大学院教授

ピアニスト、東京音楽大学教授

ピアニスト、国立音楽大学准教授

ピアニスト、武蔵野音楽大学特任教授

第55回カワイピアノコンクール全国大会　ソロ部門  Sコース

東　　誠三

岡田　敦子

小森谷　泉

寺田　悦子

中野　孝紀

ピアニスト、東京藝術大学教授

ピアニスト、東京音楽大学教授

ピアニスト、桐朋学園大学・大学院特任教授

ピアニスト

ピアニスト、東京学芸大学・大学院教授

※ソロ部門全国大会大賞受賞者には、今後、演奏家として一層成長していただくために、
　コンクール委員会として様々な育成支援の機会を提供させていただきます。

■日　程

■審査員（敬称略）

白井　康子■司　会

大　　賞　　　　　　　　　　　　表彰状・記念楯・賞金

金　　賞　　　　　　　　　　　　表彰状・記念楯・賞金

銀　　賞　　　　　　　　　　　　表彰状・記念楯・賞金

銅　　賞　　　　　　　　　　　　表彰状・記念楯・賞金

努 力 賞　　　　　　　　　　　　表彰状・奨励金

最優秀指導者賞　　　　　　　　　表彰楯

■賞

第55回カワイピアノコンクール全国大会

　　　 連弾部門　A・Bコース

　　　　　　　　 8月18日（木）開場12：00　開演12：30

　　　 ソロ部門　A・B・Cコース

　　　　　　　　 8月19日（金）開場  9：30　開演10：00

　　　 ソロ部門　Sコース

　　　　　　　　 8月20日（土）開場12：00　開演12：30

■会　場 アクトシティ浜松　中ホール
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北海道地区代表

鯉渕　栞朱／中学校１年生 長松　海世／中学校１年生

8月18日（木）
■連弾部門　Ｂコース
課題曲 ならびに 自由曲を演奏。（暗譜視奏は自由）  
［課題曲］ J. シュミット：ソナチネ ヘ長調 Op.209-1 より 第１楽章

J. ブラームス：
ハンガリー舞曲集 第１集 より

第１番 ト短調

佐々木　弥生／小学校３年生佐々木　晴乃／小学校５年生

篠原　真：
海を見たくま より
第５曲 「ほら穴の外で」

A. ディアベルリ：
旋律的練習曲 Op.149 より
第 28番 「アレグロ」

東京地区代表

東北地区代表

匂坂　伽耶奈／小学校６年生 鈴木　夢愛花／小学校５年生

F. プーランク：
４手のためのピアノソナタ より

第１楽章 「前奏曲」

大薮　美南／中学校１年生 堀添　乃愛／中学校１年生

寺島　尚彦：
14ひきのあさごはん より
第４曲 「丸木橋をわたろう」

荒木　千佳：
ステップ・バイ・ステップ

神奈川地区代表

北関東地区代表

小島　明里／小学校６年生 小堀　愛結／小学校５年生

吉田　祐子：
なにして遊ぶ？

兒玉　苑香：
青い空を越えて

小林　聡美／小学校６年生 鈴木　美羽／小学校５年生

G. ビゼー：
子供の遊び Op.22 より
第２曲 「こま（即興曲）」 
第 11曲
 「小さな旦那さまと小さな奥さま（二重奏）」

静岡地区代表

東関東・埼玉地区代表

宮入　琴音／中学校１年生 宮入　結音／小学校５年生

篠原　真：
海を見たくま より

第５曲 「ほら穴の外で」

喜久　邦博：
星のささやく夜に

大野　愛実／中学校１年生 加藤　聖奈／中学校１年生

C. ドビュッシー：
小組曲 より
第４曲 「バレエ」

中部地区代表

こいぶち　　 し お り ながまつ　　かいせい

さぎさか　　　か　や　な すず　き　　　ゆ　め　か

こ　じま　　あか　り こ　ぼり　　 あ　む

みやいり　　こと　ね みやいり　　　ゆい　ね

さ　さ　き　　　や よ いさ　さ　き　　　はる　の

おおやぶ　　　み　なみ ほりぞえ　　　の　あ

こばやし　　さと　み すず　き　　　み　わ

おお　の　　 まな　み か とう　　 せ　な
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関西地区代表

中村　心音／中学校１年生 山下　紗里／小学校４年生

8月18日（木）
■連弾部門　Ａコース
課題曲 ならびに 自由曲を演奏。（暗譜視奏は自由）
［課題曲］M. クレメンティ：小二重奏曲 第２番 ト長調 WO25 より 第１楽章

平吉　毅州：
カーニバルがやってきた より

第５曲 「カーニバルがやってきた」

大西　花歩／中学校３年生 前田　想／中学校３年生

F. ショパン：
４手のための変奏曲
 （ムーアの民謡風主題による） ニ長調

北海道地区代表

中国・四国地区代表

月山　輝哉／小学校６年生 山下　紗英／小学校５年生

篠原　真：
海を見たくま より

第５曲 「ほら穴の外で」 
第７曲 「出発」 

第 11曲 「山に帰ったくま」

寺田　千穂／中学校３年生 寺田　幸奈／中学校１年生

尾高　惇忠：
音の旅 より 
「どんぐりと山猫」
「バレリーナ」

東北地区代表

九州地区代表

末松　晃一／小学校６年生 末松　由妃／小学校４年生

平吉　毅州：
カーニバルがやってきた より

第５曲 「カーニバルがやってきた」

守橋　芽生／高校２年生 守橋　結衣／中学校２年生

秋　透：
ひろばで、風は…

北関東地区代表

原田　愛麻／中学校３年生 原田　麻菜／中学校３年生

L. v. ベートーヴェン：
３つの行進曲 Op.45 より
第１曲 ハ長調

東関東・埼玉地区代表

なかむら　　ここ　ね やました　　　さ　り

つきやま　　てる　や やました　　　さ　え

すえまつ　　　こういち すえまつ　　　ゆ　き

おおにし　　 か　ほ まえ だ　　　そう

てら だ　　　ち　ほ てら だ　　 ゆき　な

もりはし　　　め　い もりはし　　　ゆ　い

はら だ　　　え　ま はら だ　　　ま　な
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東京地区代表

佐藤　唯奈／高校２年生 古市　未空／高校２年生

8月18日（木）

A. ドヴォルザーク：
スラヴ舞曲集 第１集 Op.46 より

第７曲 ハ短調

芦澤　玲／中学校２年生 永峰　凛／中学校１年生

A. アレンスキー：
子供のための６つの小品 Op.34 より

第１曲 「おとぎ話」

関西地区代表

金原　璃音／中学校２年生 御手洗　舞奈／中学校２年生

P. ストヤノフ：
組曲 太陽の光 より
第８曲 「歌」 
第９曲 「ゲーム」

中国・四国地区代表

静岡地区代表

伊形　美咲／高校２年生 宮原　叶希／高校２年生

中田　喜直：
日本の四季 より
第１曲 「春がきて、桜が咲いて」

九州地区代表

中部地区代表

竹中　唯莉／中学校３年生 濱野　紗羽／中学校３年生

佐々木　邦雄：
大洋の鼓動

さ　とう　　ゆい な ふるいち　　　み　く

田中　美羽／中学校１年生 平松　李彩／中学校３年生

G. ビゼー：
子供の遊び Op.22 より

第 11曲 
「小さな旦那さまと小さな奥さま（二重奏）」

兒玉　苑香：
青い空を越えて

た なか　　　み　う ひらまつ　　　り　あ

たけなか　　ゆい　り はま の　　　さ　わ

あしざわ　　　れい ながみね　　りん

かねはら　　　り　おん み　た らい　　　ま　な

い　がた　　 み　さき みやはら　　　と　き
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第55回カワイピアノコンクール全国大会
ソロ部門

ソ
ロ
部
門

参加資格

（使用楽器：カワイフルコンサートピアノSK-EX）

8月19日（金）
開　演 （10：00）

Ｃコース
休　憩
Ｂコース
休　憩
Ａコース
休　憩
表彰式

終　演 （19：15）予定

Ａコース……高校１年生以下
Ｂコース……中学校２年生以下
Ｃコース……小学校６年生以下
（予選会参加時点）

池永　響／中学校３年生

特 別 演 奏

第51回 カワイこどもピアノコンクール 九州大会 ソロ部門Ｂコース 銀賞。
第51回 カワイピアノコンクール 九州地区本選会 連弾部門Ｂコース 優秀賞。
第54回 カワイピアノコンクール 全国大会 連弾部門Ａコース 金賞。

第54回カワイピアノコンクール全国大会　連弾部門　金賞受賞

小栗　克裕：連弾組曲 ダイヤモンド・ダスト Op.94 より
　　　　　　第１曲 「春のアラベスク」 第５曲 「サンシャイン・スポット」

いけなが　　 ひびき

池永　風花／高校２年生
第51回 カワイピアノコンクール 九州地区本選会 ソロ部門Ｃコース 優良賞。
第51回 カワイピアノコンクール 九州地区本選会 連弾部門Ｂコース 優秀賞。
第52回 カワイピアノコンクール 九州地区本選会 ソロ部門Ｂコース 努力賞。
第54回 カワイピアノコンクール 九州地区本選会 ソロ部門Ａコース 優秀賞。
第54回 カワイピアノコンクール 全国大会 連弾部門Ａコース 金賞。
第31回・第33回 ながさき若い芽のコンサート出演。
第59回 長崎県高等学校音楽コンクール ピアノＡ部門 金賞　等受賞。

いけ なが　　　ふう　か

小野　聖音／高校１年生
６歳よりピアノを始める。
第46回 カワイうたのコンクール 東京大会 幼児・就学前コース 銀賞。
第51回 カワイピアノコンクール 全国大会 連弾部門Ｂコース 銅賞。
第52回 カワイピアノコンクール 全国大会 連弾部門Ｂコース 金賞。
第54回 カワイピアノコンクール 全国大会 連弾部門Ａコース 金賞。
第54回 カワイピアノコンクール 全国大会 ソロ部門Ｂコース 出場。

A. ドヴォルザーク：スラヴ舞曲 第２集 Op.72 より 第２曲 ホ短調
山田　耕筰（壺井　一歩 編曲）：からたちの花

お　の　　　　し　おん

小野　颯汰／中学校２年生
６歳よりピアノを始める。
第48回 カワイうたのコンクール 東京大会 幼児・就学前コース 銀賞。
第49回 カワイうたのコンクール 東京大会 小学１・２年生コース 金賞。
第51回 カワイうたのコンクール 東京大会 小学３・４年生コース 金賞。
第51回 カワイピアノコンクール 全国大会 連弾部門Ｂコース 銅賞。
第52回 カワイピアノコンクール 全国大会 連弾部門Ｂコース 金賞。
第54回 カワイうたのコンクール 東京大会 小学５・６年生コース 銀賞。
第54回 カワイピアノコンクール 全国大会 連弾部門Ａコース 金賞。

お　 の　　　そう　た

篠原　七菜瀬／高校３年生
４歳よりピアノを始める。
ピアノを久保井美和氏、松野眞理子氏に、ピアノデュオをデュエットゥに師事。
第47回 カワイ音楽コンクール 全国大会 ピアノ部門 連弾Ｂコース 銅賞。
第40回 ピティナ・ピアノコンペティション 連弾中級Ａ 全国大会 金賞。
第50回 カワイピアノコンクール 全国大会 連弾部門Ｂコース 銅賞。
第54回 カワイピアノコンクール 全国大会 連弾部門Ａコース 金賞。

Z. アブレウ：ティコ･ティコ
M. モシュコフスキ：スペイン舞曲集 Op.12 より 第２曲 ト短調

しのはら　　　 な　 な　せ

篠原　一菜瀬／高校１年生
４歳よりピアノを始める。
ピアノを久保井美和氏、ピアノデュオをデュエットゥに師事。
第41回 ピティナ・ピアノコンペティション 地区本選 連弾初級 優秀賞。
第50回 カワイピアノコンクール 全国大会 連弾部門Ｂコース 銅賞。
2019年 日本ピアノ研究会 ジュニアピアノコンクール 全国大会 銅賞。
第54回 カワイピアノコンクール 全国大会 連弾部門Ａコース 金賞。

しの はら　　　ひ　 な　 せ
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北海道地区代表

8月19日（金）
■ソロ部門　Ｃコース
課題曲 ならびに 自由曲を演奏。（暗譜）
［課題曲］野田　暉行：悲しい出来事

東京地区代表

東北地区代表 神奈川地区代表

北関東地区代表 静岡地区代表

東関東・埼玉地区代表 中部地区代表

舘澤　杜空／小学校５年生

岡田　雫／小学校５年生

奥村　太郎／小学校５年生

皆上　知熙／小学校４年生

新本　奨／小学校６年生

須磨　美月／中学校１年生

杉山　陽宇／小学校６年生

松原　向日子／中学校１年生

S. プロコフィエフ：
つかの間の幻影 Op.22 より

第４、８、14、15曲

C. ドビュッシー：
ベルガマスク組曲 より
第１曲 「プレリュード」

B. バルトーク：
ルーマニア民俗舞曲 Sz56

B. バルトーク：
ルーマニア民俗舞曲 Sz56

C. P. E. バッハ：
ソルフェージェット ハ短調 Wq.117

F. ショパン：
ノクターン 嬰ハ短調 遺作

J. シベリウス：
５つの小品 Op.75 より
第１曲 「ピヒラヤの花咲く時」
10の小品 Op.24 より
第３曲 「カプリス」

湯山　昭：
お菓子の世界 より
第２曲 「バウムクーヘン」 
第 14曲 「鬼あられ」 
第 16曲 「金平糖」

J. S. バッハ：
６つの小前奏曲 より
第３番 二短調 BWV935

A. コープランド：
こっけいなスケルツォ 「猫とねずみ」

たてざわ　　　と　あ

おか　だ　　 しずく

おくむら　　　た　ろう

みなかみ　　ともひろ

にいもと　　しょう

す　ま　　　み　づき

すぎやま　　　よ　う

まつばら　　　ひ　な　こ
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ソ
ロ
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門
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ー
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関西地区代表

8月19日（金）
■ソロ部門　Ｂコース
課題曲 ならびに 自由曲を演奏。（暗譜）
［課題曲］尾高　惇忠：お洒落なパリジェンヌ

北海道地区代表

中国・四国地区代表 東北地区代表

九州地区代表 北関東地区代表

東関東・埼玉地区代表

大政　奏太朗／小学校５年生

三瀬　龍佑／小学校４年生

酒井　将吾／小学校５年生

前田　想／中学校３年生

小畑　晟陽／中学校３年生

窪田　咲良／中学校１年生

小松　知世／中学校３年生

M. グリンカ（M. バラキレフ 編曲）：
ひばり

L. v. ベートーヴェン：
ソナタ 第８番 ハ短調 Op.13 「悲愴」 より

第３楽章

D. カバレフスキー：
やさしい変奏曲 Op.40 より

第１曲 「トッカータ」

C. ドビュッシー：
子供の領分 より

第１曲 「グラドゥス・アド・パルナッスム博士」

F. リスト：
「リゴレット」 による演奏会用パラフレーズ S.434

F. リスト：
超絶技巧練習曲 S.139 より
第１番 「プレリュード」
３つの演奏会用練習曲 S.144 より
第３番 「ため息」

C. ドビュッシー：
12の練習曲 より
第６番 「８本の指のために」

J. ハイドン：
幻想曲 ハ長調 Hob.ⅩⅦ :４

F.  ショパン：
スケルツォ 第３番 嬰ハ短調 Op.39

おおまさ　　そう　た　ろう

み　せ　　りゅうすけ

　さか　い　　 しょうご

まえ　だ　　　そう

お　ばた　　せいよう

くぼ　た　　 さく ら

こ　まつ　　とも　よ
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ソ
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門
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ス

東京地区代表

8月19日（金）

関西地区代表

神奈川地区代表 中国・四国地区代表

静岡地区代表

ペネル　優理／中学校２年生

根岸　凛和／中学校３年生

中野　妃奈子／中学校３年生

児玉　清那／中学校３年生

宮脇　莉愛／中学校３年生

C. ドビュッシー：
喜びの島

J. ブラームス：
６つの小品 Op.118 より
第２曲 「間奏曲」 イ長調

L. v. ベートーヴェン：
ソナタ 第 18番 変ホ長調 Op.31-3 より

第１楽章

中部地区代表

福田　結己／中学校３年生

C. ドビュッシー：
前奏曲集 第２集 より

第５曲 「ヒースの茂る荒れ地」
版画 より 第３曲 「雨の庭」

J. シベリウス：
５つの小品 Op.75 より
第１曲 「ピヒラヤの花咲く時」

M. グリンカ（M. バラキレフ 編曲）：
ひばり

F. プーランク：
3つのノヴェレッテ

ゆ　り

ね　ぎし　　りん　と

なか の　　　 ひ　な　こ

ふく　だ　　　ゆい な

こ だま　　　せ　な

みやわき　　　り　お
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ソ
ロ
部
門
　
A
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北海道地区代表

8月19日（金）
■ソロ部門　Ａコース
課題曲 ならびに 自由曲を演奏。（暗譜）
［課題曲］野平　一郎：４度の遊び　※委嘱作品

東京地区代表

東北地区代表 神奈川地区代表

北関東地区代表 静岡地区代表

東関東・埼玉地区代表 中部地区代表

藤村　姫菜／高校２年生

小野塚　きら／中学校１年生

岩井　悠成／高校２年生

中須賀　咲良／高校２年生

内田　紗愛／高校１年生

奥村　心虹／高校１年生

奥川　薫英／中学校３年生

奥川　真祷／高校２年生

J. S. バッハ：
平均律クラヴィーア曲集 第１巻 第６番 ニ短調 BWV851 より

「プレリュード」

F. ショパン：
バラード 第３番 変イ長調 Op.47

J. S. バッハ：
平均律クラヴィーア曲集 第１巻 第５番 ニ長調 BWV850

N. メトネル：
６つのおとぎ話 Op.51 より

第１番 ニ短調

N. メトネル：
忘れられた調べ 第２集 Op.39 より

第５曲 「悲劇的ソナタ」 

A. スクリャービン：
24の前奏曲 Op.11 より

第２曲 イ短調 

F. ショパン：
ポロネーズ ニ短調 Op.71-1

W. A. モーツァルト：
ソナタ ニ長調 K.311（284c）より
第１楽章

F. メンデルスゾーン：
幻想曲（スコットランド・ソナタ）嬰ヘ短調 Op.28 より
第１楽章

J. ハイドン：
ソナタ ロ短調 Hob.ⅩⅥ：32 より
第１楽章

E. シャブリエ：
10の絵画的小品 より
第 10曲 「スケルツォ・ヴァルス」

S. ラフマニノフ：
練習曲集 「音の絵」 Op.33 より
第５番 ニ短調

F. リスト：
パガニーニ大練習曲集 S.141 より
第３曲 「ラ・カンパネラ」 嬰ト短調

A. スクリャービン：
２つの詩曲 Op.32 より
第１番 嬰ヘ長調

F. リスト：
超絶技巧練習曲 S.139 より
第 10番 へ短調

ふじむら　　　ひ　な

お　の づか

いわ い　　　ゆうせい

なか　す　か　　　さく ら

うち　だ　　　さ　な

おくむら　　　み　く

おくかわ　　 し え ん

おくかわ　　 さ き と
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関西地区代表

中国・四国地区代表

九州地区代表

稲垣　黎／高校２年生

石井　佐和子／中学校２年生

C. ドビュッシー：
映像 第１集 より
第１曲 「水の反映」
ピアノのために より
第３曲 「トッカータ」

C. ドビュッシー：
前奏曲集 第２集 より

第４曲 「妖精たちは良い踊り子」
 第 12曲 「花火」

いながき　　れい

いし い　　　 さ　わ　こ

藤田　千鈴／高校２年生

M. ラヴェル：
ソナチネ より

第１楽章 第３楽章

ふじ た　　　ち　すず

伊藤　未依菜／中学校３年生

特 別 演 奏

カワイ音楽教室クーちゃんランド、くるくるクラブを経てピアノを始める。
第12回 セシリア国際音楽コンクール ピアノ部門 小学３・４年の部 第３位。
第34回 全日本ジュニアクラシック音楽コンクール ピアノ部門 第３位。
　　 　作曲部門 第３位。
第18回 ショパン学生ピアノコンクール in TOHOKU 小学生Ｃの部 本選会金賞。
第29回 東北青少年音楽コンクール ピアノＢコース 本選会金賞・審査委員長賞。
第23回 秋田県青少年音楽コンクール 小学生高学年の部 金賞・最優秀賞・グラ
　　 　ンプリ。
第21回 ショパン国際ピアノコンクール in ASIA 小学５・６年生部門 全国大会
　　 　銀賞。アジア大会銅賞。
第65回 全東北ピアノコンクール 東北放送奨励賞。
第54回 カワイピアノコンクール 全国大会 ソロ部門 大賞。
第23回 ショパン国際ピアノコンクール in ASIA 全国大会 中学生部門銅賞・コ
　　 　ンチェルトＢ部門銅賞。アジア大会 中学生部門銅賞・コンチェルトＢ部
　　 　門銀賞。
小学４年生～中学２年生まで秋田県青少年オーケストラ所属（チェロ）。
2018年度、2019年度昭和音楽大学ピアノアートアカデミー研修生。
2019年カール・バート教授（ウィーン市立音楽芸術大学）のマスタークラスを
受講。
現在、佐藤和穂、迫昭嘉の両氏に師事。

第54回カワイピアノコンクール全国大会　ソロ部門　大賞受賞

F. ショパン：練習曲 Op.25 より
　　　　　 　第11番「木枯らし」イ短調
S. プロコフィエフ：ソナタ 第2番 ニ短調 Op.14 より
　　　　　　　　 　第4楽章

い　とう　　　み　 い　 な
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第55回カワイピアノコンクール全国大会
ソロ部門 Ｓコース

ソ
ロ
部
門

参加資格

（使用楽器：カワイフルコンサートピアノSK-EX）

8月20日（土）
開　演 （12：30）

１部
休　憩
２部
休　憩
３部
休　憩
表彰式

終　演 （19：40）予定

高校２年生以上
（予選会参加時点）
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ソ
ロ
部
門
　
S
コ
ー
ス 

札幌地区

8月20日（土）
■ソロ部門　Ｓコース

東京地区

札幌地区

東京地区札幌地区

東京地区

高崎地区 東京地区

荻原　るうか／大学３年生

永井　花帆／大学３年生

小瀧　悠人／大学４年生

高木　直樹／社会人

瀨沼　貴寛／大学３年生

富澤　ひかり／高校３年生

箱崎　佑音／大学１年生

横井　里奈／大学２年生

F. ショパン：
練習曲 Op.10 より

第１番 ハ長調

三善　晃：
ソナタ より

第２楽章 第３楽章

F. ショパン：
練習曲 Op.10 より
第 10番 変イ長調

K. シマノフスキ：
変奏曲 変ロ短調 Op.3

F. ショパン：
練習曲 Op.25 より

第４番 イ短調

M. ラヴェル：
夜のガスパール より
第１曲 「オンディーヌ」

第３曲「スカルボ」

A. ババジャニアン：
エレジー

F. ショパン：
練習曲 Op.25 より
第 10番 ロ短調

A. ヒナステラ：
クリオージョ舞踏組曲 Op.15

D. スカルラッティ：
ソナタ ホ長調 K.531 L.430

F. ショパン：
練習曲 Op.25 より
第８番 変ニ長調

C. サン =サーンス（F. リスト編曲）：
死の舞踏 S.555

J. S. バッハ：
平均律クラヴィーア曲集 第２巻 より 第 23番 ロ長調 BWV892

C. ドビュッシー：
12の練習曲 より 第６番 「８本の指のために」

F. ショパン：
ノクターン 第 18番 ホ長調 Op.62-2

D. ショスタコーヴィチ：
24のプレリュードとフーガ Op.87 より 第 15番 変ニ長調

F. ショパン：
練習曲 Op.10 より
第１番 ハ長調

S. プロコフィエフ：
４つの練習曲 Op.2 より
第１曲 ニ短調  第４曲 ハ短調

F. ショパン：
スケルツォ 第４番 ホ長調 Op.54

C. サン =サーンス（F. リスト編曲）：
死の舞踏 S.555

C. ドビュッシー：
12の練習曲 より
第７番 「半音階のために」

おぎはら

なが　い　　　か　ほ

こ たき　　ひろ　と

たか ぎ　　　なお き

せ ぬま　　たかひろ

とみざわ

はこざき　　 ゆう と

よこ　い　　　り　な

課題曲 ならびに 自由曲を20分以内にまとめて演奏。（暗譜）演奏順は自由。
［課題曲］F. ショパン：練習曲 Op.10・Op.25、3つの新練習曲 ／ M. モシュコフスキ：15の練習曲 Op.72
　　　 　F. リスト：2つの演奏会用練習曲 S.145、3つの演奏会用練習曲 S.144
　　　 　S. ラフマニノフ：前奏曲 Op.32 ／ C. ドビュッシー：12の練習曲（各作品の指定された曲より1曲を選択）
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名古屋地区

8月20日（土）

大阪地区

大阪地区 福岡地区

大阪地区 福岡地区

大阪地区

神野　心咲／高校３年生

浦部　晏未／社会人

神林　廉太郎／大学１年生

清水　陽介／大学院１年生

細川　萌絵／大学院２年生

井ノ口　碧稀／社会人

濵田　千幸／社会人

F. ショパン：
練習曲 Op.10 より
第 10番 変イ長調

F. ショパン：
ポロネーズ 第７番 「幻想」 変イ長調 Op.61

F. ショパン：
練習曲 Op.10 より
第４番 嬰ハ短調

F. リスト：
巡礼の年 第２年 「イタリア」 S.161 より

第７曲 「ダンテを読んで－ソナタ風幻想曲」

A. スクリャービン：
12の練習曲 Op.8 より

第 12番 「悲愴」 嬰ニ短調

F. ショパン：
練習曲 Op.25 より
第 10番 ロ短調

F. リスト：
「リゴレット」による演奏会用パラフレーズ S.434

F. ショパン：
練習曲 Op.25 より
第 10番 ロ短調

F. ショパン：
スケルツォ 第４番 ホ長調 Op.54

F. ショパン：
練習曲 Op.25 より
第 11番 「木枯らし」 イ短調

A. スクリャービン：
ソナタ 第５番 Op.53

M. モシュコフスキ：
15の練習曲 Op.72 より
第 12番 変ニ長調

J. ハイドン：
ソナタ イ長調 Hob.ⅩⅥ：26 （全楽章）

N. カプースチン：
変奏曲 Op.41

F. ショパン：
練習曲 Op.25 より
第６番 嬰ト短調

J. ブラームス：
６つの小品 Op.118 より
第２番 「間奏曲」 イ長調

H. デュティユー：
ソナタ より
第３楽章 「コラールと変奏」

じん の　　　み さき

うら べ　　　 あ　み

かんばやし　　れん　た ろう

し みず　　ようすけ

ほそかわ　　　も　え

い　の くち　　たま き

はま だ　　　ち ゆき
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■カワイ音楽コンクール入賞者
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■カワイ音楽コンクール入賞者
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■カワイ音楽コンクール入賞者
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■カワイ音楽コンクール入賞者
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■カワイ音楽コンクール入賞者

〈第48回〉2015.7　浜松・アクトシティ浜松 中ホール（DT）
　　　　　 2015.8　横浜・横浜みなとみらいホール 小ホール（P）

（ピアノ部門ソロSコース、日本）

（ピアノ部門連弾Bコース、中国地区）

（ピアノ部門連弾Aコース、中部地区）

（ピアノ部門ソロCコース、東北地区）

（ピアノ部門ソロBコース、東北地区）

（ピアノ部門ソロSコース、日本）

（D.T.ジュニア部門Bコース、四国地区）

（D.T.ジュニア部門Aコース、関西地区）

（ピアノ部門連Bコース、関東地区）

（ピアノ部門連弾Aコース、北海道地区）

（ピアノ部門ソロCコース、関西地区）

（ピアノ部門ソロAコース、中部地区）

（ピアノ部門ソロSコース、日本）

（D.T.ジュニア部門Bコース、関西地区）

（D.T.ジュニア部門Aコース、北関東地区）

（ピアノ部門連弾Bコース、四国地区）

（ピアノ部門ソロCコース、関東地区）

（ピアノ部門ソロBコース、中国地区）

（ピアノ部門ソロAコース、関西地区）

（ピアノ部門ソロSコース、韓国）

（D.T.ジュニア部門Aコース、東北地区）

（ピアノ部門連弾Bコース、北関東地区）

（ピアノ部門連弾Aコース、九州地区）

（ピアノ部門ソロCコース、中部地区）

大　　賞／小井土文哉
金　　賞／笹山　侑希・安田　朝咲
　　　　　
　　　　　阿部　奈月・松原　葵
　　　　　
　　　　　剣持　尚翔
　　　　　千葉　勇二
　　　　　宮野　恭輔
　　　　　林　　陽汰
　　　　　平松　兵梧
銀　　賞／小倉　恵・小倉　悠
　　　　　
　　　　　曽我部友綺・三浦　栗実

　　　　　西平　幹司
　　　　　蒔田　未来
　　　　　黒田　哲平
　　　　　岡本　渚月
　　　　　手塚　太雅
銅　　賞／松本　健誠・松本　悠愛

　　　　　浦部　創造
　　　　　入江　佑理花
　　　　　西村　浩暉
　　　　　Choi　Changhwan

　　　　　吉田　美思
努 力 賞／窪田　康成・町野　颯音

　　　　　佐藤　紗良・佐藤　想真

　　　　　小田　彩加

（ピアノ部門連弾Bコース、関西地区）

（ピアノ部門連弾Aコース、北海道地区）

（ピアノ部門連弾Aコース、東北地区）

（ピアノ部門ソロCコース、中部地区）

（ピアノ部門ソロBコース、北関東地区）

（ピアノ部門ソロAコース、北関東地区）

（D.T.ジュニア部門Bコース、関東地区）

（D.T.ジュニア部門Aコース、関西地区）

（D.T.ジュニア部門Aコース、四国地区）

（ピアノ部門ソロSコース、マレーシア）

（ピアノ部門ソロSコース、日本）

（ピアノ部門ソロSコース、日本）

（ピアノ部門ソロSコース、アメリカ）

　　　　　神林廉太郎・中村　仁則

　　　　　髙松　果凜・藤田　夏摘

　　　　　佐藤　綺優・篠崎　美沙

　　　　　渡辺茉里子
　　　　　町野　颯音
　　　　　高野　彩
　　　　　櫻井　柚希
　　　　　岡本　渚月
　　　　　林　　陽汰
奨 励 賞／ロサリン・ファン
　　　　　石橋　愛
　　　　　樋口　一朗
　　　　　アキラ・カク

〈第49回〉2016.7　横浜・横浜みなとみらいホール 小ホール（DT）
　　　　　 2016.8　横浜・横浜みなとみらいホール 小ホール（P）

（ピアノ部門ソロSコース、タイ）

（ピアノ部門ソロCコース、九州地区）

（ピアノ部門ソロSコース、中国）

（ピアノ部門連弾Bコース、中部地区）

（ピアノ部門連弾Aコース、北関東地区）

（ピアノ部門ソロCコース、関東地区）

（ピアノ部門ソロBコース、北海道地区）

（ピアノ部門ソロBコース、九州地区）

（ピアノ部門ソロAコース、関西地区）

（ピアノ部門ソロAコース、九州地区）

（D.T.ジュニア部門Bコース、九州地区）

（ピアノ部門ソロSコース、日本）

（ピアノ部門ソロSコース、日本）

（ピアノ部門連弾Bコース、中国地区）

（ピアノ部門連弾Aコース、中国地区）

（ピアノ部門ソロCコース、東北地区）

（ピアノ部門ソロCコース、北関東地区）

（ピアノ部門ソロBコース、東北地区）

（ピアノ部門ソロBコース、中部地区）

（D.T.ジュニア部門Bコース、北関東地区）

（D.T.ジュニア部門Aコース、関東地区）

（ピアノ部門ソロSコース、日本）

（ピアノ部門連弾Bコース、北海道地区）

大　　賞／ガン・チャイキッティワッタナー

　　　　　佐藤　啓樹 
金　　賞／シュウ・ジンチャオ
　　　　　末永　咲優・山田　響己

　　　　　金井　竣　・二瓶　伸夫

　　　　　張磨　悠奈
　　　　　吉田　美結
　　　　　中山　智晴
　　　　　山本　悠太
　　　　　安井　英樹
　　　　　長浜　颯希
銀　　賞／久保山菜摘
　　　　　吉岡　由衣
　　　　　岡本　碧仁・吉田すもも

　　　　　入江　未菜・入江佑理花

　　　　　菅野　上総
　　　　　窪田　裕成
　　　　　菅原誉志規
　　　　　新納　伶奈
　　　　　小柳　媛渚
　　　　　日向　結衣
銅　　賞／伊舟城歩生
　　　　　大西　花歩・岡田　莉子

〈第50回〉2017.8　横浜・横浜みなとみらいホール 小ホール

※ドリマトーン部門は第49回で終了。
　第50回よりカワイピアノコンクールとして開催。  

（連弾部門Aコース、中部地区）

（ソロ部門Bコース、中国・四国地区）

（連弾部門Aコース、北関東地区）

（ソロ部門Cコース、東京地区）

（連弾部門Bコース、北関東地区）

（連弾部門Bコース、中部地区）

（ソロ部門Cコース、中部地区）

（ソロ部門Cコース、中国・四国地区）

（ソロ部門Aコース、東関東・埼玉地区）

（連弾部門Bコース、北海道地区）

（連弾部門Bコース、中国・四国地区）

（連弾部門Aコース、東京地区）

（連弾部門Aコース、九州地区）

（ソロ部門Cコース、静岡地区）

（ソロ部門Cコース、関西地区）

（ソロ部門Bコース、東関東・埼玉地区）

（ソロ部門Aコース、北海道地区）

（ソロ部門Aコース、東京地区）

（ソロ部門Cコース、神奈川地区）

（ソロ部門Aコース、静岡地区）

大　　賞／神田　沙奈・日野　実咲

　　　　　藤本　莉奈
金　　賞／神戸　佐知・神戸　望

　　　　　平良　詩
銀　　賞／窪田　康成・窪田　裕成

　　　　　長島　春菜・野尻　彩希

　　　　　伊藤　琴唯
　　　　　入江　未菜
　　　　　中村　佑輔
銅　　賞／石岡　茉愛・石岡　凛々

　　　　　篠原七菜瀬・篠原一菜瀬

　　　　　下山　晃司・下山　凌司

　　　　　鈴木　悠右・山本　梨世

　　　　　影山　大河
　　　　　西平　幹司
　　　　　古川　希
　　　　　鈴木　健仁
　　　　　樋口　紗夜
努 力 賞／小林　佑菜
　　　　　鈴木　絢子

〈第52回〉2019.8　横浜・横浜みなとみらいホール 小ホール

（連弾部門Aコース、中国・四国地区）

（連弾部門Ｂコース、北海道地区）

（連弾部門Ｂコース、東京地区）

（ソロ部門Ａコース、東北地区）

（ソロ部門Ｂコース、東関東・埼玉地区）

（連弾部門Ｂコース、東関東・埼玉地区）

（ソロ部門Ｂコース、中国・四国地区）

（ソロ部門Ｃコース、中国・四国地区）

（連弾部門Aコース、北関東地区）

（連弾部門Aコース、中部地区）

（ソロ部門Ｂコース、静岡地区）

（ソロ部門Ｃコース、北海道地区）

（連弾部門Ｂコース、北関東地区）

（連弾部門Ｂコース、関西地区）

（連弾部門Ｂコース、中国・四国地区）

（ソロ部門Ａコース、北関東地区）

（ソロ部門Ａコース、東京地区）

（ソロ部門Ａコース、静岡地区）

（ソロ部門Ｂコース、東京地区）

（ソロ部門Ｃコース、静岡地区）

大　　賞／ 松本　健誠・松本　悠愛

金　　賞／ 木田　愛音・木田　愛奏

 小野　聖音・小野　颯汰

 剣持　尚翔
 吹野　太一
銀　　賞／ 中島向日葵・前原あねら

 森川　心菜
 杉原　芽
銅　　賞／ 清水健士朗・内藤　理緒

 大塚　愛梨・大塚　由梨

 稲葉　心優
 長松　海世
努 力 賞／ 松木　心祢・渡辺　真成

 植村　愛莉・藤原　莉緒

 金原　璃音・御手洗舞奈

 清水健士朗
 加藤　優佳
 増田　珠里
 趙　梓均
 伊藤　琉成

〈第51回〉2018.8　横浜・横浜みなとみらいホール 小ホール

（連弾部門Aコース、北関東地区）

（ソロ部門Cコース、中部地区）

（連弾部門Aコース、九州地区）

（連弾部門Bコース、中部地区）

（ソロ部門Aコース、北関東地区）

（ソロ部門Bコース、静岡地区）

（ソロ部門Cコース、北関東地区）

（連弾部門Aコース、中部地区）

（連弾部門Bコース、神奈川地区）

（ソロ部門Aコース、東京地区）

大　　賞／窪田　康成・窪田　裕成

　　　　　武藤　千華
金　　賞／佐藤　啓樹・佐藤　想真

　　　　　奥川　真祷・奥川　薫英

　　　　　窪田　康成
　　　　　影山　大河
　　　　　窪田　咲良
銀　　賞／井上　寧々・小林　千恵

　　　　　伊東　百香・望月　葵

　　　　　渡邊　伽音

（ソロ部門Bコース、北海道地区）

（ソロ部門Bコース、中国・四国地区）

（連弾部門Bコース、東京地区）

（ソロ部門Aコース、東北地区）

（ソロ部門Aコース、中部地区）

（ソロ部門Bコース、関西地区）

（ソロ部門Cコース、静岡地区）

（連弾部門Aコース、東北地区）

（連弾部門Aコース、中国・四国地区）

（連弾部門Bコース、北海道地区）

（連弾部門Bコース、北関東地区）

（連弾部門Bコース、静岡地区）

（ソロ部門Aコース、静岡地区）

（ソロ部門Bコース、北関東地区）

（ソロ部門Bコース、九州地区）

（ソロ部門Cコース、北海道地区）

（ソロ部門Cコース、九州地区）

　　　　　髙松　果凜
　　　　　岡野菜々子
銅　　賞／小野　聖音・小野　颯汰

　　　　　泉田　和奏
　　　　　伊藤　綾音
　　　　　黒部　桃子
　　　　　本木　里沙
努 力 賞／藤田のどか・船越優花奈

　　　　　松本　健誠・松本　悠愛

　　　　　小池　奏詠・菅原　織優

　　　　　伊地知美姫・橋本　愛莉

　　　　　髙林　乙葉・髙林　杏羽

　　　　　渥美　日翔
　　　　　清水健士朗
　　　　　白石　梨恩
　　　　　清水　玲那
　　　　　山口　璃乃

■カワイ音楽コンクール入賞者

〈第54回〉2021.9　演奏動画提出によるWeb審査
（ソロ部門Ａコース、東北地区）

（連弾部門Ａコース、東京地区）

（連弾部門Ａコース、中国・四国地区）

（連弾部門Ａコース、九州地区）

（ソロ部門Ａコース、静岡地区）

（ソロ部門Ｂコース、中国・四国地区）

大　　賞／ 伊藤未依菜
金　　賞／ 小野　聖音・小野　颯汰
 
 篠原七菜瀬・篠原一菜瀬
 
 池永　響・池永　風花

 髙林　乙葉
 槙　野々子

（連弾部門Ｂコース、静岡地区）

（連弾部門Ｂコース、九州地区）

（ソロ部門Ｃコース、東関東・埼玉地区）

（ソロ部門Ｃコース、関西地区）

（連弾部門Ａコース、東北地区）

（連弾部門Ｂコース、東北地区）

（ソロ部門Ｂコース、北関東地区）

（ソロ部門Ｂコース、中部地区）

（ソロ部門Ｂコース、関西地区）

（ソロ部門Ｃコース、東北地区）

（連弾部門Ａコース、北関東地区）

（連弾部門Ｂコース、中部地区）

（ソロ部門Ａコース、北関東地区）

（ソロ部門Ｃコース、東京地区）

（ソロ部門Ｃコース、神奈川地区）

銀　　賞／ 鈴木　詩織・鈴木　美羽

 酒井　将吾・酒井　悠名

 安田　莉菜
 北山　愛莉
銅　　賞／ 寺田　千穂・寺田　幸奈

 千葉　凪紗・永井　瑚子

 窪田　咲良
 中村　真結
 小泉　敬慈
 永井　瑚子
努 力 賞／ 清水健士朗・内藤　理緒

 赤尾　蓮・中原　大翔

 窪田　裕成
 天野　光悠
 長谷川汐里
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■ドリマトーンコンクール入賞者 ※電子オルガン部門シニアコース入賞者のみ記載
※〈第13回〉より、電子オルガン部門シニアコースを〈カワイドリマトーンコンクール〉として分離・独立開催

’80　カワイドリマトーンコンクール
1980.9　東京・読売ホール

金　　賞／大森　恵子（東北地区）
銀　　賞／中山まゆみ（静岡地区）
銅　　賞／落合　厚美（関東地区）
テスコ賞／姫野伸志子（中部地区）
　　　　　森下　弥生（関東地区）

’86　カワイドリマトーンコンクール
1986.8　静岡市民文化会館

大　　賞／小熊　靖子（東北地区）
銀　　賞／森光　明　（中国地区）
銅　　賞／巻幡　裕子（関西地区）

〈第8回〉カワイ音楽コンクール
1975.8　大阪・朝日生命ホール

金　　賞／是川由美子（東北地区）
銀　　賞／末光三枝子（四国地区）
銅　　賞／土井田葉子（関西地区）
テスコ賞／是川由美子（東北地区）

’87　カワイドリマトーンコンクール
1987.9　東京・読売ホール

金　　賞／君川　好美（関東地区）
銀　　賞／森島　恵子（静岡地区）
銅　　賞／折重由美子（中国地区）

’81　カワイドリマトーンコンクール
1981.8　愛知厚生年金会館ホール

大　　賞／長井　栄　（関東地区）
金　　賞／龍神　典子（関西地区）
銅　　賞／村上　留美（静岡地区）
　　　　　阪本　桂子（関西地区）
テスコ賞／長井　栄　（関東地区）
　　　　　龍神　典子（関西地区）

〈第9回〉カワイ音楽コンクール
1976.8　大阪厚生年金会館中ホール

金　　賞／佐藤千賀子（中部地区）
　　　　　瀬戸　幸江（中部地区）
銀　　賞／吉本　則子（関西地区）
　　　　　伊藤菜穂美（関東地区）
銅　　賞／松田　裕子（中国地区）
　　　　　池増　智子（九州地区）
テスコ賞／梅川　典子（静岡地区）

’88　カワイドリマトーンコンクール
1988.9　東京・ゆうぽうと簡易保険ホール

銀　　賞／原田　真美（関西地区）
銅　　賞／広田　恭子（中部地区）
　　　　　折重由美子（中国地区）

’82　カワイドリマトーンコンクール
1982.8　大阪厚生年金会館中ホール

大　　賞／角入　恭子（関東地区）
金　　賞／森下　弥生（関東地区）
銅　　賞／中川　智恵（北海道地区）
　　　　　早川真由美（関東地区）
テスコ賞／荒川　恭子（中部地区）

〈第10回〉カワイ音楽コンクール
1977.8　名古屋市民会館中ホール

大　　賞／松田　裕子（中国地区）
金　　賞／東　　ゆり（関西地区）
銀　　賞／平田　良子（九州地区）
　　　　　大谷　恵子（北海道地区）
テスコ賞／安部　知子（関西地区）
　　　　　酒井　耕子（東北地区）

’89　カワイドリマトーンコンクール
1989.9　大阪・森ノ宮ピロティホール

金　　賞／江本麻奈美（静岡地区）
銀　　賞／今関　真美（九州地区）
銅　　賞／金澤　眞紀（東京地区）

’83　カワイドリマトーンコンクール
1983.8　大阪厚生年金会館中ホール

金　　賞／龍神　典子（関東地区）
銀　　賞／北川　貴子（北海道地区）
銅　　賞／奥田　憲子（関西地区）
テスコ賞／龍神　典子（関東地区）

〈第12回〉カワイ音楽コンクール
1979.8　名古屋市民会館中ホール

金　　賞／奥田　明子（中部地区）
銀　　賞／小沢　恵子（関東地区）
銅　　賞／藤沢古宇子（東北地区）
テスコ賞／小沢　恵子（関東地区）

’85　カワイドリマトーンコンクール
1985.8　愛知厚生年金会館ホール

金　　賞／芦谷　明子（関西地区）
　　　　　光谷　麻美（東北地区）
銅　　賞／阪本　桂子（関西地区）
テスコ賞／芦谷　明子（関西地区）
　　　　　光谷　麻美（東北地区）

〈第11回〉カワイ音楽コンクール
1978.8　名古屋市民会館中ホール

大　　賞／酒井　耕子（東北地区）
銀　　賞／本多久美子（北海道地区）
銅　　賞／綿生　啓子（中国地区）
テスコ賞／石井美津子（関西地区）

’84　カワイドリマトーンコンクール
1984.8　愛知厚生年金会館ホール

金　　賞／白石　清子（関東地区）
銀　　賞／品田　周子（関東地区）
銅　　賞／太田久美子（中部地区）
テスコ賞／白石　清子（関東地区）

’93　カワイドリマトーンコンクール

大　　賞／村山　弘子（東北地区）
銀　　賞／瀧本　知子（静岡地区）
銅　　賞／望月　栄子（関東地区）
　　　　　工藤江里子（九州地区）

1993.7　大阪・メルパルクホール

’94　カワイドリマトーンコンクール

金　　賞／藤井　雪恵（関西地区）
銀　　賞／清水美由紀（九州地区）
銅　　賞／佐野　直美（静岡地区）

1994.7　大阪・森ノ宮ピロティーホール

’95　カワイドリマトーンコンクール

金　　賞／中西祐美子（関東地区）
銀　　賞／石川　道夫（北海道地区）
銅　　賞／北村　優子（北関東地区）
　　　　　武村亜希子（関東地区）
　　　　　河野　亮　（静岡地区）

1995.8　北海道・札幌市教育文化会館大ホール

’96　カワイドリマトーンコンクール
1996.8　東京・ゆうぽうと簡易保険ホール

金　　賞／髙村　綾子（静岡地区）
銀　　賞／谷川　陽子（中国・四国地区）
銅　　賞／高橋　泰生（関東地区）
努 力 賞／平澤　康子（北関東地区）

’99　カワイドリマトーンコンクール

大　　賞／平澤　康子（北関東地区）
銀　　賞／齊藤　里沙（関西地区）
銅　　賞／竹本奈緒美（中部地区）
努 力 賞／田村ひとみ（中国・四国地区）
　　　　　山崎エリカ（東北地区）

1999.7　東京・イイノホール

2000　カワイドリマトーンコンクール

大　　賞／飛弾えりか（北海道地区）
金　　賞／山崎エリカ（東北地区）
銅　　賞／田村ひとみ（中国・四国地区）

2000.7　東京・abc会館ホール

2001　カワイドリマトーンコンクール

金　　賞／福田　真樹（北海道地区）
　　　　　川野　緑子（関西地区）
銀　　賞／竹本奈緒美（中部地区）
銅　　賞／小林　優子（北関東地区）

2001.7　東京・イイノホール

2002　カワイドリマトーンコンクール

金　　賞／竹本奈緒美（中部地区）
銀　　賞／田村ひとみ（中国・四国地区）
銅　　賞／萩原麻依子（北海道地区）
　　　　　鍛治屋悦子（関東地区）
オーディエンス賞／
　　　　　鍛治屋悦子（関東地区）

2002.7　東京・イイノホール

’92　カワイドリマトーンコンクール

大　　賞／日野　徳子（九州地区）
銀　　賞／近藤かおり（関東地区）
銅　　賞／川野　幸　（関西地区）

1992.9　東京・ゆうぽうと簡易保険ホール

’91　カワイドリマトーンコンクール
1991.9　東京・よみうりホール

銀　　賞／内田　順子（関西地区）
　　　　　松本　由美（四国地区）
銅　　賞／高橋　陽子（関東地区）
　　　　　榊原　祥恵（静岡地区）
努 力 賞／佐藤　吉恵（東北地区）

’90　カワイドリマトーンコンクール
1990.9　広島厚生年金会館ホール

大　　賞／松本　淳一（北海道地区）
銀　　賞／高橋　陽子（東京地区）
銅　　賞／若宮　正子（関西地区）

’97　カワイドリマトーンコンクール

金　　賞／溝江　香子（東北地区）
銀　　賞／古賀　美奈（九州地区）
銅　　賞／平澤　康子（北関東地区）
　　　　　中島　智乃（中部地区）
　　　　　小山　真紀（関西地区）

1997.8　東京・イイノホール

’98　カワイドリマトーンコンクール

金　　賞／大石　純都（中部地区）
銀　　賞／山崎エリカ（東北地区）
銅　　賞／田村ひとみ（中国・四国地区）
努 力 賞／中野　栄子（関西地区）
　　　　　田口　由紀（九州地区）

1998.7　東京・イイノホール

2003　カワイドリマトーンコンクール

金　　賞／河野　亮　（中部地区）
銀　　賞／萩原麻依子（北海道地区）
銅　　賞／佐々木伯子（東北地区）
　　　　　井口真知子（北関東地区）
オーディエンス賞／
　　　　　河野　亮　（中部地区）

2003.8　横浜みなとみらいホール 小ホール

2004　カワイドリマトーンコンクール

金　　賞／土井田雅美（関西地区）
銀　　賞／杉山　敬子（中部地区）
　　　　　水木　卓　（東北地区）
オーディエンス賞／
　　　　　皐月亜世子（中国・四国地区）

2004.7　横浜みなとみらいホール 小ホール

2015.7　アクトシティ浜松 中ホール
2015  カワイドリマトーンコンクール

銀　　賞／村上めぐみ（中部地区）
銅　　賞／小林真知子（北関東地区）
努 力 賞／齋藤妃登美（東北地区）
オーディエンス賞／
　　　　　齋藤妃登美（東北地区）

2016.7　横浜みなとみらいホール 小ホール
2016  カワイドリマトーンコンクール

大　　賞／小林真知子（北関東地区）
金　　賞／村上めぐみ（中部地区）
銅　　賞／山村　美穂（北海道地区）
オーディエンス賞／
　　　　　小林真知子（北関東地区）

2009.7　横浜みなとみらいホール 小ホール
2009　カワイドリマトーンコンクール

金　　賞／米澤　麻代（関東地区）
銀　　賞／前田　麻子（北海道地区）
銅　　賞／斎藤　優衣（東北地区）
オーディエンス賞／
　　　　　米澤　麻代（関東地区）

2010.7　横浜みなとみらいホール 小ホール
2010　カワイドリマトーンコンクール

金　　賞／斎藤　優衣（東北地区）
銀　　賞／和氣　英子（北関東地区）
銅　　賞／板倉　聡美（関西地区）
努 力 賞／落合　美枝（関東地区）
オーディエンス賞／
　　　　　和氣　英子（北関東地区）

2005　カワイドリマトーンコンクール

大　　賞／山本　真実（中国・四国地区）
銀　　賞／佐々木美香（中部地区）
銅　　賞／藤村さゆり（関東地区）
オーディエンス賞／
　　　　　山本　真実（中国・四国地区）

2005.7　横浜みなとみらいホール 小ホール

2006　カワイドリマトーンコンクール

金　　賞／齋藤妃登美（東北地区）
銀　　賞／皐月亜世子（中国・四国地区）
オーディエンス賞／
　　　　　齋藤妃登美（東北地区）

2006.7　横浜みなとみらいホール 小ホール

2007.7　横浜みなとみらいホール 小ホール
2007　カワイドリマトーンコンクール

金　　賞／髙橋　絹枝（東北地区）
銀　　賞／岸　　綾子（北関東地区）
銅　　賞／小林ひとみ（中国・四国地区）
努 力 賞／前田　麻子（北海道地区）
オーディエンス賞／
　　　　　岸　　綾子（北関東地区）

2008.8　横浜みなとみらいホール 小ホール
2008　カワイドリマトーンコンクール

大　　賞／岸　　綾子（北関東地区）
金　　賞／森田　知恵（関西地区）
銅　　賞／山口　美枝（中国・四国地区）
銅　　賞／倉冨　理恵（九州地区）
オーディエンス賞／
　　　　　岸　　綾子（北関東地区）

2011.7　横浜みなとみらいホール 小ホール
2011　カワイドリマトーンコンクール

金　　賞／山本　真実（関東地区）
銀　　賞／平野　愛　（中国・四国地区）
銅　　賞／前田　麻子（北海道地区）
努 力 賞／福本　桃子（九州地区）
オーディエンス賞／
　　　　　山本　真実（関東地区）

2013.7　横浜みなとみらいホール 小ホール
2013　カワイドリマトーンコンクール

大　　賞／山内　美奈（中部地区）
金　　賞／山口奈美子（中国・四国地区）
努 力 賞／安藤麻依子（北海道地区）
努 力 賞／米澤　麻代（関東地区）
オーディエンス賞／
　　　　　米澤　麻代（関東地区）

2014.7　横浜みなとみらいホール 小ホール
2014　カワイドリマトーンコンクール

金　　賞／金子　勇人（東北地区）
銀　　賞／村上めぐみ（中部地区）
銅　　賞／谷原　紀子（中国・四国地区）
オーディエンス賞／
　　　　　金子　勇人（東北地区）

2012.7　横浜みなとみらいホール 小ホール
2012　カワイドリマトーンコンクール

大　　賞／前田　麻子（北海道地区）
金　　賞／栗岩萌々香（関東地区）
銅　　賞／奥村明日香（東北地区）
オーディエンス賞／
　　　　　前田　麻子（北海道地区）
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