
演奏者 楽器 曲　目 作曲者 伴奏者 賞

1 政安 萌々香 オーボエ SOLO DE CONCOURS CHRLES COLIN 政安 千恵 優秀賞

2 羽賀 文香 フルート CONCERTINO C.CHAMINADE 濱島 佳音

3 中田 未鈴 フルート Andante et Scherzo Louis Ganne 生駒 由奈

4 若狭 ひより フルート Valse Godard 寺川 茜

5 森田 舞 フルート PIECE Ibert､Jacques 最優秀賞

6 矢頭 美香 クラリネット FIVE BAGATELLES　Ⅰ.Prelude GERALD FINZI 東山 侑加

7 奥村 優里香 クラリネット FANTASIE ITALIENNE E.BOZZA 下村 沙織 最優秀賞

8 林 杏奈 クラリネット Canzonetta P.I.Tchaikovsky 宮竹 茜音

9 落合 理名 クラリネット PEREI VERBUNK Leo Weiner 西山 百合子

10 浦野 木芽 クラリネット KLARINETTEN KONZERT NR.３ ｼｭﾀｰﾐｯﾂ 寺川 茜

11 藤田 未佳 クラリネット Introduction et Rondo CH～M.WIDOR 竹本 舞依

12 奥 光理 アルトサックス CONCERTINO ｻﾝｼﾞｭﾚｰ 綿谷 紗里

13 和食 文子 アルトサックス ディベルティメント R.BOUTRY 中村 奎耶 優秀賞

14 片岡 晴南 アルトサックス ソナタ 作品19 第1楽章 ｸﾚｽﾄﾝ 高山 理帆 最優秀賞

15 渡辺 鈴々 アルトサックス Chanson　et　Passepied Jeanine　Rueff 高山 理帆

16 田口 水都 アルトサックス BALLADE Henri TOMASI 高山 理帆

17 廣瀬 琴美 アルトサックス CONCERTINO op.78 J.B.SINGELEE 金宮 未歩

18 谷 萌香 アルトサックス オリジナルテーマによる幻想曲 Jules Demersseman 下村 沙織 優秀賞

19 佐村 美香子 アルトサックス FANTASIE ITALIENNE E.BOZZA 金宮 未歩 優秀賞

20 池西 かな子 テナーサックス SONATA（Paris NO.1、RV47） Antonio Vivaldi 中川 真緒

21 小野 愛 バリトンサックス FANTASIE ITALIENNE E.BOZZA 綿谷 紗里 奨励賞

22 藤井 早央里 トランペット CANTABILE ET SCHERZETTO PHILIPPE GAUBERT 濱島 佳音

23 小守 静音 トランペット
SUITE

NO.1 ITALIAN GROUND　NO.2 CORANTO
ORLADO GIBBONS 山本 亜矢

24 楢崎 結惟 トランペット CONCERT ETUDE Goedicke 立石 摘希乃

25 光延 健 トランペット
QUATRE VARIATIONS

SUR UN THEME DE DOMENICO SCARLATTI
MARCEL･BITSCH 川端 浩之

26 田中 みのり トランペット CONCERT ETUDE op.44 Goedicke 高山 理帆 奨励賞

27 永井 彩南 トランペット Cantabile et Scherzetto Gaubert 高山 理帆

28 阪田 桃 トランペット スラブ幻想曲 Carl.Hohne 高山 理帆

29 町井 里名 トランペット ノクターン 作品9-2 F.CHOPIN 土元 美幸

30 松村 華奈 トランペット Trumpet Concerto Arutunian 下村 沙織 最優秀賞

31 大西 遼次郎 ホルン ROMANZA op.59/2 Jan Koetsier 川端 浩之
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32 中野 日桜里 ホルン NOCTURNO Franz Strauss 大向 千恵

33 村上 萌 ホルン ホルン ソナタ ヘ長調　op.17 Beethoven 竹本 舞依

34 黒田 あす香 トロンボーン
JOHANN ERNST GALLIARD SIX SONATAS

1.Cantabile　2.spiritoso e Staccate A Tempo Moderato
JOHANN EPNST GALLIARD 田中 直子

35 清田 美咲 トロンボーン Sang Till Lotta Sandstreim，J 津山 夏奈

36 田中 紳二朗 トロンボーン Concertino for trumbone Sachse 世古 幸代

37 岡橋 優花 トロンボーン 譚詩曲　BALLADE 八木澤 教司 加茂 実優

38 山野 蒼唯 トロンボーン CONCERTO RimskyｰKorsakov 綿谷 紗里

39 田中 智寛 バストロンボーン Melodious Etudes for Trombone NO.4 Marco Bordogni

40 樋口 菜々花 トロンボーン CONCERTO　二楽章 RimskyｰKorsakov 高山 理帆

41 山﨑 ほのか トロンボーン Fantasy for Trombone op.101 MALCOM ARNOLD 優秀賞

42 藤田 葵衣 バストロンボーン ソナタ ヘ短調　Andante Contabile･Allegro G.P.TELEMANN 高山 理帆

43 青木 遥香 ユーフォニアム Students Concertino 戸田 顕 竹本 舞依 奨励賞

44 藤本 雅樹 チューバ Sonata Ⅰ inF　Ⅰ･Ⅳ Benedetto Marcello 金宮 未歩 奨励賞

45 佐藤 柚月 マリンバ RAIN DANCE
ALICE GOMEZ
MARILYN RIFE

演奏者 楽器 曲　目 作曲者 伴奏者 賞

1 髙橋 萌 マリンバ 「天国と地獄」序曲 Jacques Offenbach 稲岡 さつき

2 菅原 萌 マリンバ Prism 安倍 圭子 優秀賞

3 星川 天太 スネアドラム A MINUTE OF NEWS Eugene Novotney 奨励賞

4 山﨑 かほり スネアドラム A MINUTE OF NEWS Eugene Novotney 優秀賞

5 薩摩 萌々夏 ティンパニ THREE EPISODES FOR TIMPANI Ⅲ John H.Beck

6 山根 莉緒 フルート 夢 C.Debussy 上田 百合香

7 荒木 愛結歌 フルート FANTASIE HUE 平井 令奈

8 森本 茉鈴 フルート 「歌の翼」による幻想曲 H.Steckmest 中山 夕子 奨励賞

9 山﨑 美羽 フルート Andante Pastral et Scherzettino Paul Taffanel 中山 夕子

10 森本 依空 フルート フルート協奏曲 第1番ト長調 モーツァルト 中山 夕子 奨励賞

11 艮 優那 フルート 春よ来い 松任谷 由実 武田 美怜

12 田嶋 菜々穂 フルート Berceue　子守歌 Ernesto Kohler 迎 奈月

13 山室 かりん フルート THREE ROMANCES op.94 R.Schumann 小鳥 舞

14 小谷 朋実 クラリネット Concertino C.M.V.Weber 小鳥 舞

15 岡本 美月 クラリネット Concertino C.M.V.Weber 小鳥 舞

16 是洞 樹里 クラリネット 幻想曲 ﾌｨﾘｯﾌﾟ・ｺﾞｰﾍﾞｰﾙ 藤本 さえ子

17 佐藤 美羽 クラリネット Traumerei R.A.Schumann 稲岡 さつき
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18 中尾 心乃 クラリネット Sonate より 第1楽章 C.SaintｰSaens 上田 百合香

19 吉野 奈津美 クラリネット ソナタより 第3楽章 ﾀﾞﾝﾂｨ.ﾌﾗﾝﾂ.ｲｸﾞﾅﾂ 中藤 敦子 優秀賞

20 岡田 佑奈 アルトサックス プロヴァンスの風景より 第１,２楽章 ﾓｰﾘｽ 中藤 敦子

21 鈴木 諒子 アルトサックス チャール･ダーシュ ﾓﾝﾃｨ 中藤 敦子

22 土居 花 アルトサックス
サクソフォンとピアノのための１５の練習曲集

op.188 より　Ⅱ
Charles Koechlin 明道 陽子

23 佐保田 萌菜 アルトサックス You Raise Me Up R.Lovland 諸島 愛咲

24 堂間 奏音 アルトサックス A Whole New World Alan Menken

25 高田 まお アルトサックス BALLADE A.Reed 新歩 加奈子 優秀賞

26 藤田 耕太朗 アルトサックス SONATA BERNHARD HEIDEN 三橋 祥子 最優秀賞

27 中川 千佑希 アルトサックス ソナタ 第6番 ﾍﾝﾃﾞﾙ 木村 治美

28 加藤 光絢 アルトサックス Serenade Variee Robert Clerisse 小川 祥子

29 吉田 綾那 アルトサックス Vacances JeanｰMichel dAMASE 小川 祥子

30 吉川 愛紗 テナーサックス ムーン･ライト･セレナーデ ｸﾞﾚﾝﾐﾗｰ

31 渡 世莉奈 バリトンサックス Serenade Variee Robert Clerisse 小川 祥子

32 澤井 梢薫 トランペット SONATA ３楽章 Thorvald Hansen 本多 玲子 優秀賞

33 津田 紅葉 トランペット イギリス組曲より R.B.Fitzgerald 上田 百合香

34 中尾 奏 トランペット
歌劇「カバレリア･ルスティカーナ」より

アヴェ･マリア（間奏曲）
Pietro Mascagni 小野 美咲

35 大石 広人 トランペット コルネットのための独奏曲 ユー 中藤 敦子 最優秀賞

36 小島 沙羅 トランペット 華麗なる幻想曲 ARBAN

37 眞井 実優 トランペット
「ファンタジー･ブリランテ」より

テーマ＆バリエーション1,2
J.B.Arban

38 西川 花凜 トランペット 青春の輝き A.H.J.Bettis 稲岡 さつき

39 南口 和 トランペット
ARIA con VARIAZIONI

(from 5th harpsichord suite）
G.F.HANDEL 小川 祥子

40 宮本 真依 ホルン ロンドンデリーの歌 アイルランド民謡 稲岡 さつき

41 橘 優希乃 ホルン Horn Konzert Nr.1 DｰDur mov.1 W.A.Mozart 小川 祥子

42 岸本 緋里 ホルン
テーマとバリエーションより

テーマ、ロンド
F.シュトラウス 中藤 敦子

43 宮川 千暖 ホルン NOCTURNO op.7 F.Strauss 小鳥 舞

44 柴田 安葉 ホルン ホルン協奏曲 第3番 変ホ長調 ﾓｰﾂｧﾙﾄ 本多 玲子

45 岡本 和佳奈 ホルン ROMANCE op.36 C.SaintｰSaens 上田 百合香

46 萩原 まみ トロンボーン 美女と野獣 Alan Menken 稲岡 さつき

47 大伴 瑞希 トロンボーン コンチェルティーノより SACHSE 村田 夏実

48 砂川 透吾 トロンボーン トロンボーンコンチェルト ﾘﾑｽｷｰ･ｺﾙｻﾎﾌ 藤政 啓子 優秀賞

49 佐々木 梨央 トロンボーン 聖者の行進 アメリカ民謡 奨励賞

50 東野 由依 ユーフォニアム 青春の輝き A.H.J.Bettis 江村 一葉 奨励賞



51 小田 萌音奏 ユーフォニアム 「大きな古時計」の主題による変奏曲 小山 和彦 迎 奈月

52 加藤 そら ユーフォニアム 序奏と踊り ｼﾞｮｾﾌ･ｴﾄﾞｩｱｰﾙ･ﾊﾞﾗ 上尾 実由 最優秀賞

53 丸瀬 明空 チューバ ラルゴ G.F.HANDEL 稲岡 さつき

54 岩切 英哲 チューバ ラルゲット＆アレグロ ﾍﾝﾃﾞﾙ 中藤 敦子

55 山本 唯吹 チューバ 無伴奏チューバのための組曲 ｳｫﾙﾀｰ･ﾊｰﾄﾚｲ

56 中野 譲太郎 チューバ TUBA CONCERTO 八木澤 教司 中野 千穂

57 西澤　遼真 チューバ ソナタ ヘ長調 ﾏﾙﾁｪﾛ


