
■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 音楽大学・専門学校 音大・音専S05 Trumpet 中田　奏樂 Sora Nakata 東京藝術大学

技術賞 音楽大学・専門学校 音大・音専S08 Alto Saxophone 髙橋　奈々子 Nanako Takahashi 尚美ミュージックカレッジ専門学校

音楽賞 音楽大学・専門学校 音大・音専S17 Alto Saxophone 小熊　勇輝 Yuki Koguma 東京音楽大学

東京新聞賞 中学生 中S15 Flute 佐々木　陽菜多 Hinata Sasaki 小平市立小平第三中学校

東京新聞賞 高校生 高S53 Alto Saxophone 加藤　滉基 Koki Kato 京都先端科学大学付属高等学校

東京新聞賞 音楽大学・専門学校 音大・音専S16 Horn 原　叶夢 Kanon Hara 東京藝術大学

クルト・シュミット賞 高校生 高S70 Alto Saxophone 牧園　仁志 Hitoshi Makizono 福岡市立福翔高等学校

大久保 茉美賞 高校生 高S63 Marimba 松川　昊 Sora Matsukawa 神奈川県立相模原弥栄高等学校

齋藤 健太賞 高校生 高S07 Clarinet 河合　美詩 Uta Kawai 旭川明成高等学校

三澤　慶賞 高校生 高S49 Trumpet 藤村　侑純 Yuzumi Fujimura 九州産業大学付属九州高等学校

豊田 実加賞 高校生 高S39 Horn 大坪　和泉 Izumi Otsubo 兵庫県立豊岡総合高等学校

佐藤 健一郎賞 中学生 中S10 Bass Clarinet 守田　優心 Yushin Morita 小平市立小平第三中学校

髙田 亮賞 音楽大学・専門学校 音大・音専S10 Marimba 林　恭輔 Kyosuke Hayashi 洗足学園音楽大学

オザワ部長賞 一般大学 一般大学　S03 Trumpet 内山　璃音 Rion Uchiyama 国立大学法人　福島大学

セイコーインスツル賞 中学生 中S13 Euphonium 古田　愛実 Manami Furuta 小平市立小平第三中学校

セイコーインスツル賞 高校生 高S35 Tuba 渡辺　巧 Takumi Watanabe 東邦音楽大学付属東邦高等学校

セイコーインスツル賞 一般大学 一般大学　S05 Marimba 山本　愛音 Aine Yamamoto 大阪教育大学

セイコーインスツル賞 音楽大学・専門学校 音大・音専S14 Fagotto 山越　のどか Nodoka Yamakoshi 東京音楽大学

■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 中学生 中S15 Flute 佐々木　陽菜多 Hinata Sasaki 小平市立小平第三中学校

最優秀賞 高校生 高S53 Alto Saxophone 加藤　滉基 Koki Kato 京都先端科学大学付属高等学校

最優秀賞 高校生 高S70 Alto Saxophone 牧園　仁志 Hitoshi Makizono 福岡市立福翔高等学校

最優秀賞 高校生 高S49 Trumpet 藤村　侑純 Yuzumi Fujimura 九州産業大学付属九州高等学校

最優秀賞 高校生 高S58 Marimba 亀井　美咲 Misaki Kamei 愛知県立明和高等学校

優秀賞 中学生 中S10 Bass Clarinet 守田　優心 Yushin Morita 小平市立小平第三中学校

優秀賞 中学生 中S11 Alto Saxophone 小暮　美咲 Misaki Kogure 小平市立小平第三中学校

優秀賞 中学生 中S13 Euphonium 古田　愛実 Manami Furuta 小平市立小平第三中学校

優秀賞 中学生 中S05 Snare Drum 北池　脩真 Shuma Kitaike 市川市立南行徳中学校

優秀賞 中学生 中S01 Marimba 篠原　壽慧 Jukei Shinohara 蒲郡市立蒲郡中学校

優秀賞 高校生 高S34 Flute 豊泉　季歩 Kiho Toyoizumi 静岡県立沼津東高等学校

優秀賞 高校生 高S67 Flute 段　和奏 Wakana Dan 石見智翠館高等学校

優秀賞 高校生 高S07 Clarinet 河合　美詩 Uta Kawai 旭川明成高等学校

優秀賞 高校生 高S62 Bass Clarinet 田邊　直樹 Naoki Tanabe 水谷学園出雲北稜高等学校

優秀賞 高校生 高S04 Alto Saxophone 尾野　彪元 Toraichi Ono 大宮開成高等学校

優秀賞 高校生 高S68 Alto Saxophone 多久　未紘 Mihiro Taku 石見智翠館高等学校

優秀賞 高校生 高S69 Alto Saxophone 飯守　星空 Lala Iimori 東海大学付属札幌高等学校

優秀賞 高校生 高S39 Horn 大坪　和泉 Izumi Otsubo 兵庫県立豊岡総合高等学校

優秀賞 高校生 高S61 Horn 北村　悠 Yu Kitamura 東京学館浦安高等学校

優秀賞 高校生 高S28 Trumpet 須見　光 Hikaru Sumi 東海大学付属札幌高等学校

優秀賞 高校生 高S56 Trumpet 平　歩乃花 Honoka Taira 北海道旭川北高等学校

優秀賞 高校生 高S60 Trumpet 正木　海 Kai Masaki 愛知県立木曽川高等学校

優秀賞 高校生 高S02 Euphonium 矢野　帆乃佳 Honoka Yano 静岡県立沼津東高等学校

優秀賞 高校生 高S41 Euphonium 山岸　詩月 Shizuki Yamagishi 足利大学付属高等学校

優秀賞 高校生 高S35 Tuba 渡辺　巧 Takumi Watanabe 東邦音楽大学付属東邦高等学校

優秀賞 高校生 高S03 Snare Drum 平山　幹大 Kanta Hirayama 福岡県立門司学園高等学校

優秀賞 高校生 高S13 Snare Drum 樋口　煌 Ko Higuchi 神奈川県立相模原中等教育学校

優秀賞 高校生 高S55 Marimba 松本　陸 Riku Matsumoto 宮城県多賀城高等学校

優秀賞 高校生 高S63 Marimba 松川　昊 Sora Matsukawa 神奈川県立相模原弥栄高等学校

優秀賞 高校生 高S71 Marimba 金子　琉奈 Luna Kaneko 横浜市立戸塚高等学校

優良賞 中学生 中S12 Trumpet 栗山　世名 Sena Kuriyama 小平市立小平第三中学校

優良賞 高校生 高S08 Clarinet 田中　のこ Noko Tanaka

優良賞 高校生 高S15 Clarinet 千田　初音 Hatsune Senda 北鎌倉女子学園高等学校

優良賞 高校生 高S05 Fagotto 須田　響 Hibiki Suda 東海大学付属高輪台高等学校

優良賞 高校生 高S11 Tuba 長瀬　聖矢 Seiya Nagase 東海大学付属札幌高等学校

入 賞 中学生 中S16 Flute 藤本　望緒 Mio Fujimoto 邑南町立石見中学校

入 賞 中学生 中S09 Clarinet 石田　ひなた Hinata Ishida 東久留米市立東中学校

入 賞 高校生 高S32 Clarinet 高井　若菜 Wakana Takai 神奈川県立生田東高等学校

入 賞 高校生 高S36 Clarinet 加藤　優奈 Yuna Kato 桜丘高等学校

■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 一般大学　S04 Clarinet 中原　蓮 Ren Nakahara 豊橋創造大学

最優秀賞 一般大学 一般大学　S03 Trumpet 内山　璃音 Rion Uchiyama 国立大学法人　福島大学

最優秀賞 音楽大学・専門学校 音大・音専S14 Fagotto 山越　のどか Nodoka Yamakoshi 東京音楽大学

最優秀賞 音楽大学・専門学校 音大・音専S16 Horn 原　叶夢 Kanon Hara 東京藝術大学

最優秀賞 音楽大学・専門学校 音大・音専S05 Trumpet 中田　奏樂 Sora Nakata 東京藝術大学

最優秀賞 音楽大学・専門学校 音大・音専S10 Marimba 林　恭輔 Kyosuke Hayashi 洗足学園音楽大学

優秀賞 一般大学 一般大学　S09 Alto Saxophone 武藤　琴美 Kotomi Muto 文教大学

優秀賞 一般大学 一般大学　S12 Soprano Saxophone 秋山　玲奈 Rena Akiyama

優秀賞 一般大学 一般大学　S05 Marimba 山本　愛音 Aine Yamamoto 大阪教育大学

優秀賞 音楽大学・専門学校 音大・音専S09 Clarinet 上原　誠実 Seiji Uehara 相愛大学

優秀賞 音楽大学・専門学校 音大・音専S18 Clarinet 竹田　陸人 Rikuto Takeda 相愛大学

優秀賞 音楽大学・専門学校 音大・音専S19 Snare Drum 萩原　大雅 Taiga Hagihara 日本航空大学校

優秀賞 音楽大学・専門学校 音大・音専S08 Alto Saxophone 髙橋　奈々子 Nanako Takahashi 尚美ミュージックカレッジ専門学校

優秀賞 音楽大学・専門学校 音大・音専S17 Alto Saxophone 小熊　勇輝 Yuki Koguma 東京音楽大学

優秀賞 音楽大学・専門学校 音大・音専S06 Tenor Saxophone 山崎　星音 Akane Yamazaki 尚美ミュージックカレッジ専門学校

優秀賞 音楽大学・専門学校 音大・音専S13 Fagotto 坂本　陽菜乃 Hinano Sakamoto 東京音楽大学

優秀賞 音楽大学・専門学校 音大・音専S12 Euphonium 谷永　梨紗 Risa Taninaga 武蔵野音楽大学

優良賞 一般大学 一般大学　S06 Flute 小田　直希 Naoki Oda 静岡県立大学

優良賞 一般大学 一般大学　S13 Trumpet 小倉　大和 Tomokazu Ogura 茨城大学

優良賞 音楽大学・専門学校 音大・音専S20 Clarinet

優良賞 音楽大学・専門学校 音大・音専S07 Horn 栗原　杏実 Ami Kurihara 武蔵野音楽大学　別科

入 賞 一般大学 一般大学　S14 Horn 稲村　歌乃 Utano Inamura 東京学芸大学

（匿名希望）

第3回　ASIS全日本学生国際ソロコンクール 本選（全国大会）審査結果

本選審査日：2023年2月4日（土）　　　会場：旧東京音楽学校音楽ホール「奏楽堂」

本選出場者：中学生9名　高校生31名　大学生：23名（内出場辞退者2名）

出場者氏名

出場者氏名

出場者氏名


