
第２３回 みえ音楽コンクール  弦楽部門 

審査結果（2017/10/9） 

 

◇三重県知事賞◇ 

◎鈴木 理桜(すずき りお) ヴァイオリン  高校生の部 第 1位 （計 1名受賞） 

 

◇岡田文化財団賞◇  

◎市田 詩乃（いちだ しの） ヴァイオリン 中学生の部 第１位 （計１名受賞） 
 

園児の部（出場５名） 

 名前 年齢 ●演奏曲（作曲者） 

第１位 
松尾 悠世 

（まつお ゆうせい） 
年中 ガボット（ゴセック） 

第２位 
岡本 紗葵 

（おかもと さき） 
年中 狩人の合唱 イ長調（ウェーバー） 

第３位 
伊藤 涼真 

(いとう りょうま) 
年長 メヌエット 第 3番（J.S.バッハ） 

奨励賞 
赤城 湊斗 

（あかぎ みなと） 
年中 ガボット（リュリ） 

奨励賞 
神田 辰樹 

（かんだ たつき） 
年長 ガボット（ベッカー） 

 

弦楽チェロ部門 園児の部（出場１名） 

 名前 年齢 ●演奏曲（作曲者） 

第１位 該当者なし   

第２位 
安藤 司希 

（あんどう しき） 
年長 

リゴードン（パーセル） 

ホーンパイプ（アノン） 

第３位 該当者なし   

奨励賞 該当者なし   

 

小学１・２年生の部（出場５名） 

 名前 学校・学年 ●演奏曲（作曲者） 

第１位 
下村 奏心 

（しもむら かなみ） 

三重大学教育学部 

附属小学校 1年 

コンチェルト 第 9番 イ短調 Op.104 第 3楽章 

（ベリオ） 

第２位 
下村 優仁 

（しもむら ゆうと） 

三重大学教育学部 

附属小学校 1年 
ホーム・スイート・ホーム（ファーマー） 

第３位 
佐藤 奏斗 

（さとう かなと） 
津田学園小学校 2年 コンチェルト 第 2番 ト長調 第 3楽章（ザイツ） 

奨励賞 
岩田 花凛 

(いわた かりん) 
松阪市立港小学校 1年 コンチェルト 第 2番 ト長調 第 3楽章（ザイツ） 

奨励賞 
紀藤 浩太朗 

（きとう こうたろう） 
松阪市立豊田小学校 1年 コンチェルト 第 5番 ニ長調 第 1楽章（ザイツ） 
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小学３・４年生の部（出場 3名） 

 名前 学校・学年 ●演奏曲（作曲者） 

第１位 
橋田 妃織 

（はしだ ひおり） 
四日市市立常磐小学校 4年 

コンチェルト 第 5番 イ長調 K.219 第 1楽章 

(モーツァルト) 

第２位 該当者なし   

第３位 
赤城 小春 

（あかぎ こはる） 
鈴鹿市立旭が丘小学校 3年 アレグロ（フィオッコ） 

第３位 
中島 雄大 

(なかじま ゆうだい) 
桑名市立大山田東小学校 4年 ジーグ （ソナタ ニ短調より）（ヴェラチーニ） 

奨励賞 該当者なし 
  

 

小学５・６年生の部（出場１名） 

 名前 学校・学年 ●演奏曲（作曲者） 

第１位 該当者なし   

第２位 該当者なし   

第３位 
笠井 実華 

（かさい みか） 

三重大学教育学部 

附属小学校 5年 

コンチェルト 第 2番 ホ長調 BWV1042 第 1楽章 

（J.S.バッハ） 

奨励賞 該当者なし   

 

弦楽チェロ部門 小学５・６年生の部（出場１名） 

 名前 学校・学年 ●演奏曲（作曲者） 

第１位 
山田 亮平 

（やまだ りょうへい） 
松阪市立幸小学校 6年 

コンチェルト 第 4番 ト長調 Op.65 

第 1楽章、第 3楽章（ゴルターマン） 

第２位 該当者なし   

第３位 該当者なし   

奨励賞 該当者なし   
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中学生の部（出場７名） 

 名前 学校・学年 ●演奏曲（作曲者） 

第１位 
市田 詩乃 

（いちだ しの） 

四日市市立西朝明 

中学校 1年 

コンチェルト 第 3番 ロ短調 Op.61 第 1楽章 

（サン＝サーンス） 

第２位 
増田 葉音 

（ますだ はのん） 

三重大学教育学部 

附属中学校 1年 

コンチェルト 第 1番 ト短調 Op.26 第 3楽章 

(ブルッフ) 

第３位 
松本 陽輝 

(まつもと はるき) 
名古屋市立川名中学校3年 

コンチェルト 第 3番 ロ短調 Op.61 第 1楽章 

（サン＝サーンス） 

奨励賞 
奥谷 唯水 

(おくたに ゆみ) 
愛知淑徳中学校 2年 スペイン交響曲 ニ短調 Op.21 第 1楽章（ラロ） 

奨励賞 
中西 碧 

（なかにし あおい） 
伊勢市立倉田山中学校1年 

コンチェルト 第 3番 ロ短調 Op.61 第 1楽章 

（サン＝サーンス） 

奨励賞 
成田 ひかる 

（なりた ひかる） 
四日市市立山手中学校3年 

コンチェルト 第 1番 ト短調 Op.26 第 1楽章 

（ブルッフ） 

奨励賞 
藤原 望未 

（ふじわら のぞみ） 
高田中学校 2年 スペイン交響曲 ニ短調 Op.21 第 1楽章（ラロ） 

 

弦楽チェロ部門 中学生の部（出場 1名） 

 名前 学校・学年 ●演奏曲（作曲者） 

第１位 該当者なし   

第２位 該当者なし   

第３位 該当者なし   

奨励賞 
澤口 弥生 

（さわぐち やよい） 
津市立一身田中学校 1年 

コンチェルト 第 5番 ニ短調 Op.76 第 1楽章 

（ゴルターマン） 

 

高校生の部（出場３名） 

 名前 学校・学年 ●演奏曲（作曲者） 

第１位 
鈴木 理桜 

（すずき りお） 

名古屋市立菊里高等学校 

3年 

コンチェルト 第 1番 ニ長調 Op.6 第 1楽章 

（パガニーニ） 

第２位 
久保 則文 

（くぼ のりふみ） 

三重県立昴学園高等学校 

3年 

コンチェルト 第 3番 ロ短調 Op.61 第 1楽章 

（サン＝サーンス） 

第３位 
渡辺 愛咲 

(わたなべ あさき) 
三重県立松阪高等学校1年 

コンチェルト ホ短調 Op.64 第 3楽章 

（メンデルスゾーン） 

奨励賞 該当者なし   
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大学生以上一般の部（出場 2名） 

 名前 学校・学年 ●演奏曲（作曲者） 

第１位 該当者なし   

第２位 
神田 穂南 

(かんだ ほなみ) 
愛知県立芸術大学 2年 

コンチェルト ニ長調 Op.35 第 1楽章 

（チャイコフスキー） 

第３位 
奥谷 芹加 

(おくたに せりか) 
東京音楽大学 1年 

華麗なるポロネーズ 第 1番 ニ長調 Op.4 

（ヴィエニャフスキ） 

奨励賞 該当者なし   

 

弦楽コントラバス部門 大学生以上一般の部（出場１名） 

 名前 学校・学年 ●演奏曲（作曲者） 

第１位 該当者なし   

第２位 
尾﨑 果苗 

(おざき かなえ) 
大阪音楽大学短期大学2年 ソナタ イ長調 Op.5 第 1楽章（ミシェク） 

第３位 該当者なし   

奨励賞 該当者なし   

 

※楽器表記のないものはヴァイオリン演奏での出場で、正式な部門名称は「弦楽ヴァイオリン部門」です 

同様に、それぞれの演奏楽器に伴い、名称は「弦楽チェロ部門」、「弦楽コントラバス部門」などとなります 
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