
■特別賞（各部門共通）
各賞 部門 参加者No. 演奏楽器 学校名

グランプリ 高校生 高S13 Horn 今石　素介 Motosuke Imaishi

技術賞 一般大学 一般・大S01 Marimba 廣田　修一 Shuichi Hirota 茨城大学

音楽賞 一般大学 一般・大S07 Alto Saxophone 武藤　琴美 Kotomi Muto 文教大学

東京新聞賞（中学生部門） 中学生 中S18 Flute 伊東　愛歩 Manaho Ito 小平市小平第三中学校

東京新聞賞（高校生部門） 高校生 高S06 Tumpet 三崎　怜香 Ryoka Misaki 旭川龍谷高等学校

東京新聞賞（大学生部門） 一般大学 一般・大S08 Clarinet 加藤　大智 Daichi Kato 龍谷大学

審査員賞（クルト・シュミット賞） 音楽大学・ 専門学校 音大・音専S09 Alto Saxophone 山田　美羽 Miu Yamada 名古屋音楽大学

審査員賞（大久保 茉美賞） 高校生 高S01 Clarinet 安部　海音 Kanon Abe 茨城県立竜ヶ崎第一高等学校

審査員賞（齊藤 健太賞） 高校生 高S33 Clarinet 打田  桃菜 Momona Uchida 神戸山手女子高等学校

審査員賞（上田 じん賞） 高校生 高S30 Alto Saxophone 石田　滉明 Komai Ishida 静岡県立沼津東高等学校

審査員賞（オザワ部長賞） 高校生 高S51 Flute 上田　陽奈 Hina Ueda 旭川明成高等学校

審査員賞（溝根 伸吾賞） 中学生 中S19 Clarinet 阿戸　優菜 Yuna Ado 習志野市立第四中学校

審査員賞（高田 亮賞） 中学生 中S02 Snare Drum 田所　桔梗 Kikyo Tadokoro ぐんま国際アカデミー中高等部

■各賞（中学・高校生部門）
各賞 部門 参加者No. 演奏楽器 学校名

最優秀賞 高校生 高S13 Horn 今石　素介 Motosuke Imaishi 栃木県立真岡高等学校中退

最優秀賞 高校生 高S06 Tumpet 三崎　怜香 Ryoka Misaki 旭川龍谷高等学校

最優秀賞 高校生 高S01 Clarinet 安部　海音 Kanon Abe 茨城県立竜ヶ崎第一高等学校

優秀賞 中学生 中S18 Flute 伊東　愛歩 Manaho Ito 小平市小平第三中学校

優秀賞 中学生 中S22 Alto Saxophone 押久保　和志 Kazushi Oshikubo 真岡市立真岡中学校

優秀賞 中学生 中S04 Trombone 佐々木　凛 Rin Sasaki 葛飾区立奥戸中学校

優秀賞 高校生 高S33 Clarinet 打田  桃菜 Momona Uchida 神戸山手女子高等学校

優秀賞 高校生 高S62 Alto Saxophone 金井　重朋 Juho Kanai 東京農業大学第二高等学校

優秀賞 高校生 高S02 Marimba 増渕　里夢 Rimu Masubuchi 栃木県立宇都宮白楊高等学校

優秀賞 高校生 高S15 Marimba 三浦　玲音 Reon Miura 宮城県多賀城高等学校

優秀賞 高校生 高S19 Tumpet 鈴木　輪 Rin Suzuki 千葉県立市川昴高等学校

優秀賞 高校生 高S44 Snare Drum 杉本 優心 Yushin Sugimoto 浪速高等学校

優秀賞 高校生 高S49 Trombone 岩渕　紅葉 Momiji Iwabuchi （匿名希望）

優秀賞 高校生 高S30 Alto Saxophone 石田　滉明 Komei Ishida 静岡県立沼津東高等学校

優秀賞 高校生 高S40 Soprano Saxophone 尾野　彪元 Toraichi Ono 大宮開成高等学校

優秀賞 高校生 高S22 Euphonium 中島　慶音 Keito Nakajima 群馬県立高崎東高等学校

優秀賞 高校生 高S51 Flute 上田　陽奈 Hina Ueda 旭川明成高等学校

優秀賞 高校生 高S20 Clarinet 中原　蓮 Ren Nakahara 愛知県立豊橋商業高等学校

優良賞 中学生 中S19 Clarinet 阿戸　優菜 Yuna Ado 習志野市立第四中学校

優良賞 中学生 中S02 Snare Drum 田所　桔梗 Kikyo Tadokoro ぐんま国際アカデミー中高等部

優良賞 中学生 中S01 Marimba 西前　詩音 Shion Nishimae 宇都宮市立旭中学校

優良賞 中学生 中S05 Marimba 重松　俊佑 Shunsuke Shigematsu 栃木県宇都宮市立陽北中学校

優良賞 中学生 中S21 Alto Saxophone 後関　葉子 Hako Goseki 小平市小平第三中学校

優良賞 高校生 高S12 Tumpet 髙瀬　心優菜 Miyuna Takase 鹿児島県立松陽高等学校

優良賞 高校生 高S70 Marimba 日比野　七音 Nao Hibino 修文女子高等学校

優良賞 高校生 高S09 Clarinet 片村　美梨 Miri Katamura ノースアジア大学明桜高等学校

優良賞 高校生 高S55 Clarinet 石井　優希 Yuki Ishii 静岡雙葉高等学校

優良賞 高校生 高S26 Alto Saxophone 椎木　太一 Taichi Shiinoki 出雲北陵高等学校

優良賞 高校生 高S71 Flute 宮田　恵 Kei Miyata 神戸山手女子高等学校

優良賞 高校生 高S05 Bass Clarinet 葛　愛里 Airi Katsura 旭川龍谷高等学校

優良賞 高校生 高S52 Flute 古谷　さくら Sakura Furuya 旭川明成高等学校

入賞 中学生 中S09 Tuba 渡辺　巧 Takumi Watanabe 東邦音楽大学附属東邦中学校

入賞 中学生 中S10 Horn (匿名希望） 小平市小平第三中学校

入賞 中学生 中S06 Marimba 福田　航大 Kodai Fukuda 荒川区立第九中学校

入賞 中学生 中S12 Alto Saxophone 野村　拓海 Takumi Nomura 相模原市立由野台中学校

入賞 高校生 高S23 Flute 小林　音寧 Nene Kobayashi 静岡県立沼津東高等学校

入賞 高校生 高S14 Horn 片桐　萌絵 Moe Katagiri 愛知県立時習館高等学校

入賞 高校生 高S16 Trombone 船越　晴菜 Haruna Funakoshi 岡山県立岡山南高等学校

■各賞（大学生部門）
各賞 部門 参加者No. 演奏楽器 学校名

最優秀賞 一般大学 一般・大S08 Clarinet 加藤　大智 Daichi Kato 龍谷大学

優秀賞 一般大学 一般・大S07 Alto Saxophone 武藤　琴美 Kotomi Muto 文教大学

優秀賞 一般大学 一般・大S01 Marimba 廣田　修一 Shuichi Hirota 茨城大学

優秀賞 一般大学 一般・大S03 Marimba 成澤　翔馬 Shoma Narisawa 山形大学

優秀賞 一般大学 一般・大S15 Clarinet 大手　航輝 Koki Ote 文教大学

優秀賞 音楽大学・ 専門学校 音大・音専S09 Alto Saxophone 山田　美羽 Miu Yamada 名古屋音楽大学

優良賞 音楽大学・ 専門学校 音大・音専S03 Alto Saxophone 藤本　知子 Tomoko Fujimoto 東京音楽大学

優良賞 音楽大学・ 専門学校 音大・音専S04 Horn 斉藤　瑛治 Eiji Saito 武蔵野音楽大学

優良賞 一般大学 一般・大S18 Euphonium 今井　涼太郎 Ryotaro Imai 玉川大学

優良賞 音楽大学・ 専門学校 音大・音専S02 Clarinet 塚越　琴海 Kotomi Tsukagoshi 札幌大谷大学

優良賞 一般大学 一般・大S04 Tumpet 川瀬　傑 Suguru Kawase 東海大学

入賞 一般大学 一般・大S20 Flute (匿名希望） （匿名希望）

入賞 音楽大学・ 専門学校 音大・音専S07 Alto Saxophone 小島　世莉 Seri Kojima 名古屋音楽大学

本選出場者 ： 中学生 12名  /  高校生 26名  /  大学生 13名　　（＊その他、本選出場辞退者 12名）

参加者氏名

参加者氏名

参加者氏名

第2回 全日本学生国際ソロコンクール 「管打楽器部門」 本選審査結果

本 選 審 査 ： 2022年2月5日（土）　   会 場： 旧東京音楽学校音楽ホール「奏楽堂」


