
プレ部門

＜入賞＞

A級 金賞 小野﨑　隆宥 マリア幼稚園 年長
銀賞 田澤　晴琉 堯舜国際幼稚舎 年長

五味渕　健心 宇都宮大学共同教育学部附属幼稚園 年長
銅賞 林　美依紗 堯舜国際プリスクール 年長

中富　葵一朗 あさひの保育園 年長
佐藤　宗大 大田原市　ひかり幼稚園 年長

Ｂ級 金賞 谷中　啓杜 宇都宮市立城東小 2年
銀賞 長野　陸玖 宇都宮市立城山中央小 2年

山下　紅子 宇都宮市立泉が丘小 2年
銅賞 印南　理佐 大田原市立市野沢小 1年

河内　杏花里 足利市立梁田小 2年
菅野　一奏 那須塩原市立大山小 1年
高瀬　穣 宇都宮大学共同教育学部附属小 1年

Ｃ級 金賞 佐久間　輝 小山市立若木小 3年
銀賞 佐藤　優菜 宇都宮市立瑞穂台小 4年

石塚　凜 さくら市立上松山小 4年
伊澤　晶子 足利市立けやき小 4年

銅賞 篠原　光稀 宇都宮市立新田小 4年
西村　彰哲 宇都宮大学共同教育学部附属小 4年
堤　悠里 宇都宮市立清原中央小 3年

Ｄ級 金賞 岩本　実桜 宇都宮市立西原小 5年
銀賞 齋藤　明徳 栃木市立栃木中央小 5年

金田　陸杜 宇都宮市立富屋小 5年
銅賞 佐久間　華 小山市立若木小 5年

小堀　歩絆 那須塩原市立槻沢小 5年
近藤　理桜 宇都宮市立姿川第一小 5年
小野﨑　紅陽 宇都宮市立清原中央小 5年

Ｅ級 金賞 土屋　茉穂 鹿沼市立東中 2年
銀賞 齊藤　玲姫 作新学院中 2年

小野﨑　馳 作新学院中 1年
銅賞 金田　和奈 宇都宮市立晃陽中 2年

見臺　大河 宇都宮市立宮の原中 2年
水野　逢衣 日光市立今市中 3年

Ｆ級 金賞 市原　芽依 宇都宮短期大学附属高 3年
銀賞 龍野　絢音 栃木県立宇都宮女子高 3年
銅賞 中原　由実加 宇都宮短期大学附属高 3年

Ｇ級 金賞 森　安奈 国立音楽大学 卒
銀賞 清水　美沙紀 尚美学園大学 2年
銅賞 本間　玲雄 早稲田大学大学院 2年

第１５回　TPC　　　本選

＜結果＞



A級 石井　香帆 八幡台認定こども園 年長
深町　彩乃 あずま保育園 年長
齋藤　七穂 認定こども園 長畑幼稚園 年中
福田　麻陽 玉岡尭舜認定こども園 年長

Ｂ級 若杉　穂果 宇都宮市立横川西小 1年
田仲　樹音 下野市立古山小 1年
豊田　英 那須塩原市立東小 1年
大井　花織 宇都宮市立雀宮中央小 1年
宮本　結子 宇都宮市立中央小 2年

Ｃ級 小堀　由佳 宇都宮大学共同教育学部附属小 3年
小口　桜姫ソフィア 宇都宮大学共同教育学部附属小 3年
小林　悠馬 鹿沼市立北小 4年
藤澤　美来 鹿沼市立楡木小 4年

Ｄ級 佐藤　はな 宇都宮市立陽南小 6年
氷室　明莉 宇都宮市立石井小 5年
鍋嶋　怜 宇都宮市立宝木小 5年
昆　あか李 栃木市立大宮南小 6年
田中　千陽 宇都宮市立桜小 6年

Ｅ級 宮澤　亜純奈 栃木県立矢板東高等学校附属中 2年
会田　桃 小山市立大谷中 1年
安部　天馬 宇都宮市立宝木中 2年

Ｆ級 上野　なのは 宇都宮短期大学附属高 1年
安達　琴音 埼玉県立芸術総合高 1年

＜優秀賞＞



日本作品部門

＜入賞＞

A級 第１位 鈴木　桃佳 認定すずめこども園 年中
第２位 吉井　靖貴 陽南幼稚園 年中
第３位 岸　和花 静林こども園 年長

Ｂ級 第１位 湯澤　楓 宇都宮市立横川西小 1年
第２位 小白井　美愛 大田原市立両郷中央小 2年
第３位 掛端　千緒 宇都宮市立横川東小 2年

Ｃ級 第１位 飯野　莉子 さくら市立南小 4年
第２位 小倉　慧也 古河市立古河第二小 4年
第３位 落合　心結 宇都宮大学共同教育学部附属小 3年

D級 第１位 和気　心優 矢板市立矢板小 6年
第２位 氷室　明莉 宇都宮市立石井小 5年
第３位 該当者なし

Ｅ級 第１位 該当者なし
第２位 該当者なし
第３位 矢島　瑠莉 宇都宮大学共同教育学部附属中 1年

Ｆ級 第１位 該当者なし
第２位 該当者なし
第３位 該当者なし

＜優秀賞＞

Ａ級 該当者なし

Ｂ級 該当者なし

Ｃ級 該当者なし

Ｄ級 該当者なし

Ｅ級 該当者なし

Ｆ級 該当者なし

第１５回　TPC　　　本選

＜結果＞



ソロ部門

＜入賞＞

A級 第１位 田澤　晴琉 堯舜国際幼稚舎 年長
第２位 石井　恵多 認定こども園釜井台幼稚園 年長
第３位 岩井　聡真 楠エンゼル幼稚園 年長

Ｂ級 第１位 林　奈緒 宇都宮市立清原北小 2年
第２位 岩下　栞奈 宇都宮市立瑞穂台小 2年
第３位 佐藤　莉帆 宇都宮市立戸祭小 2年

Ｃ級 第１位 西垣　明音 宇都宮市立昭和小 4年
第２位 和久　舜佑 宇都宮市立戸祭小 4年
第３位 安彦　聡介 宇都宮大学共同教育学部附属小 4年

Ｄ級 第１位 室井　美桜 矢板市立矢板小 5年
第２位 渡辺　暖ノ華 小山市立若木小 5年
第３位 上島　迦楼羅 大田原市立川西小 6年

Ｅ級 第１位 中田　妃華 栃木県立宇都宮東高等学校附属中 2年
第２位 奥薗　杏樹 茨城県立古河中等教育 3年
第３位 室井　咲希 矢板市立矢板中 1年

Ｆ級 第１位 該当者なし
第２位 該当者なし
第３位 該当者なし

Ｇ級 第１位 該当者なし
第２位 該当者なし
第３位 該当者なし
第４位 坂原　菫礼 上野学園大学 3年
第５位 該当者なし

＜優秀賞＞

Ａ級 該当者なし

Ｂ級 該当者なし

Ｃ級 該当者なし

Ｄ級 該当者なし

Ｅ級 髙橋　沙耶 宇都宮市立鬼怒中 2年

Ｆ級 該当者なし

第１５回　TPC　　　本選

＜結果＞



デュオ部門

＜入賞＞

初級A 第１位 溝江　萌花 栃木市立栃木第五小 3年
溝江　祐夢 栃木市立栃木第五小 3年

第２位 神保　明日奏 宇都宮市立上戸祭小 2年
齋藤　望結 宇都宮市立晃宝小 3年

第３位 谷田部　音葉 宇都宮市立姿川第一小 3年
山内　花怜 壬生町立睦小 3年

初級Ｂ 第１位 該当者なし

第２位 該当者なし

第３位 柴﨑　萌衣 栃木市立国府北小 5年
興野　咲穂 栃木市立国府北小 5年

中級 第１位 植原　萌 國學院大学栃木中 2年
福田　倖菜 栃木県立佐野高等学校付属中 1年

第２位 櫻井　咲綾 下野市立石橋中 2年
半田　乃彩 宇都宮市立陽光小 6年

第３位 小荷田　七星 栃木市立栃木西中 2年
小荷田　百楓 栃木市立栃木第五小 6年

上級 第１位 内﨑　章太 東京音楽大学大学院 1年
有村　美智子 東京音楽大学大学院 1年

第２位 大阿久　華恋 宇都宮短期大学附属高 3年
川崎　絵里香 宇都宮短期大学 卒

第３位 該当者なし

＜優秀賞＞

初級Ａ 該当者なし

初級Ｂ 該当者なし

中級 該当者なし

上級 該当者なし

2台ピアノ部門

＜入賞＞

初級 第１位 該当者なし

第１５回　TPC　　　本選

＜結果＞



第２位 該当者なし
第３位 該当者なし

中級 第１位 該当者なし
第２位 該当者なし
第３位 該当者なし

上級 第１位 該当者なし

第２位 大橋　雛 宇都宮短期大学 1年
石川　脩悟 宇都宮短期大学 1年

第３位 該当者なし

＜優秀賞＞

初級 該当者なし

中級 該当者なし

上級 該当者なし

コンチェルト部門

＜入賞＞

初級 第１位 該当者なし
第２位 渡辺　暖ノ華 小山市立若木小 5年
第３位 該当者なし

中級 第１位 井上　輝一郎 巣鴨中 1年
第２位 該当者なし
第３位 該当者なし

上級 第１位 該当者なし
第２位 該当者なし
第３位 該当者なし
第４位 該当者なし
第５位 該当者なし

＜優秀賞＞

初級 該当者なし

中級 該当者なし

上級 該当者なし



＜各賞＞

【栃木県知事賞】

　ソロ部門
Ｇ級 坂原　菫礼 上野学園大学 3年

【栃木県教育長賞】

　ソロ部門
Ｆ級 該当者なし

【日本人作品最優秀賞】

　ソロ部門
Ｇ級 該当者なし

【志鳥賞】

　ソロ部門
Ｇ級 該当者なし

【竹渕賞】

 日本作品部門
Ｃ級 飯野　莉子 さくら市立南小 4年

　ソロ部門
Ｄ級 渡辺　暖ノ華 小山市立若木小 5年

室井　美桜 矢板市立矢板小 5年

【推津賞】

　デュオ部門
上級 第１位 内﨑　章太 東京音楽大学大学院 1年

有村　美智子 東京音楽大学大学院 1年

　2台ピアノ部門
上級 第１位 該当者なし

【東力士賞】

　ソロ部門
Ｇ級 第４位 坂原　菫礼 上野学園大学 3年

第１５回　TPC　　　本選

＜結果＞



【四季桜賞】

　ソロ部門
Ｇ級 第４位 坂原　菫礼 上野学園大学 3年

【三ツ山羊羹賞】

　ソロ部門
Ｅ級 最高位 中田　妃華 栃木県立宇都宮東高等学校附属中 2年

　日本作品部門
Ｅ級 最高位 矢島　瑠莉 宇都宮大学共同教育学部附属中 1年

　コンチェルト部門
初級 最高位 渡辺　暖ノ華 小山市立若木小 5年

【木幡屋賞】

　2台ピアノ部門
上級 最高位 大橋　雛 宇都宮短期大学 1年

石川　脩悟 宇都宮短期大学 1年

　コンチェルト部門
中級 最高位 井上　輝一郎 巣鴨中 1年

【宇都宮市長賞】

　ソロ部門
E級 中田　妃華 栃木県立宇都宮東高等学校附属中 2年

【栃木市長賞】

該当者なし

【日光市長賞】

　ソロ部門
E級 福田　菜々美 日光市立今市中 1年

【宇都宮市教育長賞】

　ソロ部門
D級 井上　綾乃 宇都宮市立横川東小 5年

【栃木市教育長賞】

該当者なし



【日光市教育長賞】

該当者なし

【ShigeruKawai賞】

　プレ部門

Ｂ級 谷中　啓杜 宇都宮市立城東小 2年

Ｃ級 佐久間　輝 小山市立若木小 3年

Ｄ級 岩本　実桜 宇都宮市立西原小 5年

Ｅ級 土屋　茉穂 鹿沼市立東中 2年

Ｆ級 市原　芽依 宇都宮短期大学附属高 3年

G級 森　安奈 国立音楽大学 卒

　日本作品部門

Ｂ級 湯澤　楓 宇都宮市立横川西小 1年

Ｃ級 飯野　莉子 さくら市立南小 4年

Ｄ級 和気　心優 矢板市立矢板小 6年

Ｅ級 矢島　瑠莉 宇都宮大学共同教育学部附属中 1年

Ｆ級 該当者なし

　ソロ部門

Ｂ級 林　奈緒 宇都宮市立清原北小 2年

Ｃ級 西垣　明音 宇都宮市立昭和小 4年

Ｄ級 室井　美桜 矢板市立矢板小 5年

Ｅ級 中田　妃華 栃木県立宇都宮東高等学校附属中 2年

Ｆ級 該当者なし

G級 坂原　菫礼 上野学園大学 3年

　デュオ部門

初級A 溝江　萌花 栃木市立栃木第五小 3年
溝江　祐夢 栃木市立栃木第五小 3年



初級B 柴﨑　萌衣 栃木市立国府北小 5年
興野　咲穂 栃木市立国府北小 5年

中級 植原　萌 國學院大学栃木中 2年
福田　倖菜 栃木県立佐野高等学校付属中 1年

上級 内﨑　章太 東京音楽大学大学院 1年
有村　美智子 東京音楽大学大学院 1年

　2台ピアノ部門

初級 該当者なし

中級 該当者なし

上級 大橋　雛 宇都宮短期大学 1年
石川　脩悟 宇都宮短期大学 1年

　コンチェルト部門

初級 渡辺　暖ノ華 小山市立若木小 5年

中級 井上　輝一郎 巣鴨中 1年

上級 該当者なし

【指導者賞】
佐藤　昌代
滝澤　香織
川名　悟
川名　雅美
谷田部　弘子
阿久津　佐智
佐藤　秀佳
厚地　和之
小倉　郁子
矢野　直子

【鬼怒川パークホテルズ賞】

滝澤　香織

【金谷ホテル賞】

佐藤　昌代
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