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第 9回みおつくし音楽祭大阪クラシックコンクール 

大阪クラシックジュニアコンクール 

成 績 表 
 

一般大学生の部 

ピアノ 

 第 1位 音楽監督賞 竹田瞳花 大阪府知事賞 

   第 1位 音楽監督賞 今野真衣 大阪市長賞 

 第 1位 音楽監督賞 北村萌絵 大阪市教育長賞 

      第 2位 審査員長賞 今村理沙 

      第 2位 審査員長賞 岡野有里子 

      第 3位 文化奨励賞 井上侑香 

 第 3位 文化奨励賞 隅田梨聖 

 第 3位 文化奨励賞 大野眞理子 

 第 3位 文化奨励賞 堀 怜子 

 第 3位 文化奨励賞 井上理加 

 第 3位 文化奨励賞 斉藤友紀子 

 第 3位 文化奨励賞 輿水紘子 

 第 4位  奨励賞 宮本ありさ 

 第 4位  奨励賞 岡山真奈  

辞退  成瀬美月 

ピアノ連弾 

第 1位 音楽監督賞 宮口 愛・小林由季子アノ  

弦楽器   

  第 1位 音楽監督賞 大場由加里 大阪府知事賞 

      第 1位 音楽監督賞 柏木夢乃 大阪市長賞 

      第 2位 審査員長賞 李 玲花 大阪市長賞 

   第 2位 審査員長賞 森川ひびき 

   第 3位 文化奨励賞 田中瑛美梨 

      第 3位 文化奨励賞 安達 智美 

 



管楽器 

（サクソフォン） 
       第 1位 音楽監督賞 坂本満智子 大阪府知事賞 

 （フルート） 

      第 1位 音楽監督賞 荒木晴佳 

 （サクソフォン） 

      第 2位 審査員長賞 齋藤滉平   

 

 

アマチュア 
管楽器（フルート） 

第 1位  審査員長賞 津田みどり 大阪市教育長賞 

 

ピ ア ノ 

第 1位 音楽監督賞 前川琴音 大阪市長賞 

第 2位 審査員長賞 井川真理子 

第 2位 審査員長賞 今藤文也 

第 2位 審査員長賞 人見未来 

第 3位 文化奨励賞 園部友美 

  第 3位 文化奨励賞 藤井亮輔 

  第 3位 文化奨励賞 前川成仁 

  第 3位 文化奨励賞  山下和佳 

第 3位 文化奨励賞  嶋 佳子 

     第 4位 奨励賞  金城康浩 

第 4位 奨励賞  中西愛 

辞 退  山中悠祐 

 

弦楽器 

  第 1位 音楽監督賞  池中建介 大阪知事賞  

 第 2位 審査員長賞  澁井結名 

 



声 楽 

第 1位 審査員長賞  鳩野ヒロシ  大阪市長賞 

藤井いづみピアノ 

葛原睦子マンドリン 

 

大阪クラシック ジュニアコンクール 

 

ピ ア ノ 連 弾 

高校生 

   金賞 審査員長賞 堂本菜々美 ・ 前田 百華 

中学生 

金賞 審査員長賞  武田奈子 ・ 岩橋杏咲 

金賞 審査員長賞  多久田真央 ・ 笠井彩香 

小学生 

  金賞 音楽監督賞  鈴木麻文・杏奈 

声  楽  

高校生 

金賞 審査員長賞 松本萌花  大阪府知事賞 

   銀賞 審査員長賞 川上サラエリザベス（沙良エリザベス） 

小学生 

銀賞 審査員長賞 久保 詩 

アンサンブル 

高校生 

金賞 審査員長賞  大阪府知事賞 

 鈴木愛佳 フルート 

望月琴音 クラリネット 

山本紅葉 ピアノ 

 

 



 

高校生ピアノ 

   金賞 音楽監督賞  杉浦有芽 大阪市長賞 

金賞 音楽監督賞  前川愛実 大阪市教育長賞 

金賞 音楽監督賞  檜森海希  

  銀賞 審査員長賞  志賀由梨 

   銀賞 審査員長賞  稲垣慈永 

   銀賞 審査員長賞  八島 碧 

   銀賞 審査員長賞 嵓 仁実 

  銀賞 審査員長賞 渡邉雄之介 

 銅賞 文化奨励賞 上島 葵 

  銅賞 文化奨励賞 瀧野茉依 

  銅賞 文化奨励賞  飯塚梨央 

  銅賞 文化奨励賞  田中秀磨 

銅賞 文化奨励賞  中川瑞規 

  銅賞 文化奨励賞  古谷知也 

  銅賞 文化奨励賞  星 百笑 

  銅賞 文化奨励賞  城上千夏 

銅賞 文化奨励賞  西村叶望 

銅賞 文化奨励賞 下村梨瑚 

  入賞 奨励賞   奥村奏斗 

入賞 奨励賞   磯野秀太 

  入賞 奨励賞   土田瑠南 

入賞 奨励賞   松本亜依 

  入賞 奨励賞   岸辺紗代 

入賞 奨励賞   新谷菜々子 

 辞退 山本美弦 辞退 

 辞退 有川束采 

 

 

 

 

中学生ピアノ 

 金賞 音楽監督賞  辻本侑太郎 大阪市教育長賞 



 金賞 審査員長賞  長澤怜子 

    銀賞 審査員長賞  高橋美優 

 銀賞 審査員長賞  北村友結 

 銀賞 審査員長賞  阿部紗奈 

 銀賞 審査員長賞  前田和奏 

 銅賞 文化奨励賞  有馬実来 

 銅賞 文化奨励賞  望月夏帆 

 銅賞 文化奨励賞  坂田 結 

   入賞 奨励賞   岩橋杏咲 

   入賞  奨励賞  武田奈子 

 入賞 奨励賞   松尾奈菜 

  入賞 奨励賞   発田結菜 

  入賞 奨励賞   吉田侑小 

  入賞 奨励賞   谷口優心 

   入賞 奨励賞   樋上北斗 

入賞 奨励賞   家永桃花 

入賞 奨励賞   上田美桜 

辞退  黒部桃子 

 

小学生高学年 ピアノ 

 金賞 審査員長賞  鈴木麻文 

 銀賞 審査員長賞  渡邉桜子 

 銀賞 文化奨励賞  宇田三隼 

 辞退 柄谷玲圭 

 辞退 橋本唯央 

小学生中学年 ピアノ 

 金賞 審査員長賞  前川茉乃愛 

 金賞 審査員長賞  寺西玲人 

 金賞 審査員長賞  村山瑠星 

 銀賞 優秀賞     永谷ここ乃 

 銀賞 優秀賞     大門遥音 

 銀賞 文化奨励賞  田中琥旺 

 銀賞 優秀賞      塩野花梨 

   銀賞 優秀賞      村山凜桜 



   銅賞 奨励賞      植村美生 

 銅賞 文化奨励賞  遠山琴音 

 銅賞 文化奨励賞  鈴木杏奈 

 銅賞 文化奨励賞  川島ゆら 

   入賞 奨励賞      酒本凛 

   入賞 奨励賞      富士谷心音 

   入賞 奨励賞     発田眞菜 

   入選 奨励賞     服部清華 

   入賞 奨励賞     香川璃子 

   入賞 奨励賞     行広龍飛 

 入賞 奨励賞     中尾天音 

 入賞 奨励賞     奥戸あい 

 入賞 奨励賞     堀田のぞみ 

小学生低学年 ピアノ 

 金賞 審査員長賞  園田結音 

 金賞 審査員長賞  秋田帆々美 

 金賞 審査員長賞  山本羽音 

 金賞 審査員長賞  大石 葵 

 銀賞 優秀賞   島田結萌 

 銀賞 優秀賞   高崎乃梨子 

 銀賞 優秀賞       園田愛音 

 銀賞 優秀賞   小林らん 

 銅賞 文化奨励賞  藤本美桜 

 銅賞 文化奨励賞  旗手風歌 

 銅賞 文化奨励賞  藤田杏莉 

 銅賞 文化奨励賞  村山綾優 

 銅賞 文化奨励賞  江本ひなの 

 銅賞 文化奨励賞  江村三萌 

 銅賞 文化奨励賞  大平彩華 

 銅賞 文化奨励賞  西田芽生 

 銅賞 文化奨励賞  外島佳樹 

 辞退 國武虹来 

 

未就学児 ピアノ 



 金賞 審査員長賞  田中美璃 

 金賞 審査員長賞  永谷美空 

   金賞 審査員長賞  村山結人 

 銀賞 優秀賞   小林ゆめ 

 銀賞 優秀賞   加屋野 陽 

弦楽器 

高校生 

ビオラ 

 金賞 審査員長賞  三橋雅瑚 大阪市教育長賞 

 

中学生 

ヴァイオリン 

   金賞 審査員長賞  中村萌子 

   金賞 音楽監督賞  穂本桧依 

 銀賞 審査員長賞  川村紗穂 

中学生 管楽器（フルート） 

 金賞 審査員長賞  今村愛樺 

 金賞 審査員長賞  湯浅海大 

 銀賞 審査員長賞  鬼塚琴子 

 

小学生 低学年 管楽器（フルート） 

 金賞 審査員長賞  深澤和桜 

小学生高学年 弦楽器（ヴァイオリン） 

 金賞 音楽監督賞  宮尾真子 

   金賞 音楽監督賞  松本伊生里 

 銅賞 文化奨励賞  菊地結衣 

 銅賞 文化奨励賞  南 知希 

 辞退 森下雅治 

 

小学生中学年 弦楽器（ヴァイオリン） 



金賞 音楽監督賞  廣保 知 

金賞 審査員長賞 下田隆太朗 

銀賞 審査員長賞  遠山琴音 

銅賞 文化奨励賞  渡部結月 

 

小学生低学年 弦楽器（ヴァイオリン） 

 金賞 音楽監督賞  巽 愛莉 

 銀賞 審査員長賞  坂上央祐 

 銀賞 審査員長賞  深澤和桜 

 銅賞 文化奨励賞  渡部すみれ 

 銅賞 文化奨励賞  引地優稀 

  銅賞 文化奨励賞  葛西 昇 

 

未就学児 弦楽器（ヴァイオリン） 

 金賞 審査員長賞  八田 一 

 金賞 審査員長賞  今井陽飛 

 

 

辞退 福島衣里 

辞退 成瀬美月 

辞退 黒部桃子 

 辞退 窪田隼人 

   黒田博昭辞退 木管五重奏団オルフェス 

 


