
 

第 24回 みえ音楽コンクール   ピアノ部門 

審査結果（2018/10/13-10/14） 
 

◇三重県知事賞◇ 

◎福島 みなみ(ふくしま みなみ) 
大学生以上一般の部 第 1位 （計 1名受賞） 
 

◇岡田文化財団賞◇  

◎酒井 彩花（さかい あやか） 

小学 5・6年生の部 第１位 （計 1名受賞） 

◎中村 雪乃（なかむら ゆきの） 
中学生の部 第 1位 （計 1名受賞） 
 

小学１・２年生の部（出場 12名） ○課題曲：「プレ・インヴェンション」より G.Pテレマン:No.14アレグロ 

 名前 学校・学年 演奏曲（作曲者） 

金賞 

（３名） 

三林 莉子 
(みつばやし りこ) 

桑名市立大山田東小学校 2年 
自由曲： 
変奏的練習曲より 主題、変奏 2、3、4、8（フィナーレ） 
 （中田喜直） 

井上 和律 

(いのうえ わるつ) 
松阪市立徳和小学校 1年 

自由曲： 
「こどものためのアルバム」より“悲しいワルツ”（ギロック） 
ソナチネ ハ長調 Op.36-3 第 1楽章（クレメンティ） 

奥村 大海 
(おくむら ひろみ) 

四日市市立桜小学校 2年 
自由曲： 
ワルツ（ソステヌート） 変ホ長調 遺作（ショパン） 
マズルカ 変ロ長調 Op.7-1（ショパン）  

銀賞 

（３名） 

小田 琥太郎 

(おだ こたろう 
桑名市立修徳小学校 2年 

自由曲： 
ソナチネ ハ長調 Op.55-3 第 1楽章（クーラウ） 
カドリーユ ヘ長調（シマノフスカ） 

山口 結愛 
(やまぐち ゆあ) 

四日市市立中部西小学校 2年 

自由曲： 
「こどものためのアルバム」より“ババヤガ”“ひばりの歌” 
（チャイコフスキー） 
ワルツ イ短調 KKIVb-11（ショパン） 

 
(ひろた れい) 

いなべ市立三里小学校 2年 
自由曲： 
ソナチネ Op.36-1 全楽章（クレメンティ） 
「叙情小曲集」より “秋のスケッチ”（ギロック） 

銅賞 

（２名） 

宮崎 彩音 
(みやざき あやね) 

津市立北立誠小学校 2年 
自由曲： 
ソナチネ ハ長調 Op.55-1 全楽章（クーラウ） 

松舘 遼成 
(まつだて りょうせい) 

朝日町立朝日小学校 2年 
自由曲： 
たいまつの踊り（安倍美穂） 
「こどものためのアルバム」より“金魚”（ギロック） 

奨励賞 

（4名） 

青野 馨 
(あおの かおる) 

伊賀市立上野西小学校 2年 
自由曲： 
「叙情小曲集」より 
“夏のあらし”“セレナーデ”“魔女の猫”（ギロック） 

近藤 菜々香 
(こんどう ななか) 

津市立南が丘小学校 2年 

自由曲： 
「星降る町の小さな風景」より 
“雨上がりの朝”“輪になって” 
“風をまとって”“てんてこの踊り”（轟千尋） 

小林 純怜 
(こばやし すみれ) 

松阪市立松尾小学校 2年 
自由曲： 
プレ・インヴェンションより“フーガ”（パッヘルベル） 
「ギロックの休日」より “パリの休日”“スペインの休日”（ギロック） 

山田 結月 
(やまだ ゆづき) 

津市立黒田小学校 1年 

自由曲： 
「ピアノ小品集」より“お庭で” （マイカパル） 
「こどものためのピアノ小曲集」より“トッカティーナ”（カバレフ
スキー） 
“サーカスのクラウン”（「ラーニング トゥ プレイ ブック 3」より） 
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第 24回 みえ音楽コンクール   ピアノ部門 

審査結果（2018/10/13-10/14） 

 
小学３・４年生の部（出場 14名） ○課題曲： J.S.バッハ：「2声インヴェンション」より任意の 1曲 

 名前 学校・学年 演奏曲（作曲者） 

金賞 

（３名） 

中根 淳宏 
(なかね あつひろ) 

津市立一志東小学校 4年 
課題曲：No.13 イ短調 BWV784 
自由曲：ロシア民謡によるヴァリエーション（ベルコヴィチ） 

上島 紗綾 
(うえじま さあや) 

Green Intermediate school 4年 
課題曲：No.9 ヘ短調 BWV780 
自由曲：ソナチネ ト長調 Op.168-6 全楽章（ディアベリ） 

眞弓 拓豊 
(まゆみ たくと) 

鈴鹿市立合川小学校 4年 

課題曲：No.14 変ロ長調 BWV785 
自由曲：マズルカ ト短調 Op.67-2（ショパン） 

「24の小品集」より“冗談”“ゆるやかなワルツ” 
“道化師”（カバレフスキー） 

銀賞 

（３名） 
 

井上 來海 
(いのうえ くるみ) 

四日市市立羽津小学校 4年 

課題曲：No.14 変ロ長調 BWV785 
自由曲：「海の日記帳より」  
     “わんぱくさざえ”“手折られた潮騒” 
     “磯波のキャプリス”“波のアラベスク”（三善晃） 

片平 理乃 
(かたひら あやの) 

四日市市立浜田小学校 4年 
課題曲：No.13 イ短調 BWV784 
自由曲：「お菓子の世界より」“柿の種”“バウムクーヘン”（湯山昭）  

 マズルカ ト短調 Op.67-2（ショパン） 

水谷 彩葉 
(みずたに あやは) 

四日市市立内部小学校 4年 
課題曲：No.6 ホ長調 BWV777 
自由曲：「物語」より  
     “小さな白いろば”“水晶の籠”“水売り女”（イベール） 

銅賞 

（４名） 

真瀬 佳奈 
(ませ かな) 

津市立上野小学校 4年 
課題曲：No.6 ホ長調 BWV777 
自由曲：ロンド ニ長調 K.485（モーツァルト） 

小川 優奏 
(おがわ ゆかな) 

桑名市立益世小学校 3年 
課題曲：No.14 変ロ長調 BWV785 
自由曲：ショパン風マズルカ（クログルスキ）  

タランテラ（モシュコフスキー） 

山本 美咲 
(やまもと みさき) 

津市立千里ヶ丘小学校 3年 
課題曲：No.11 ト短調 BWV782 
自由曲：ロンド ニ長調 K.485（モーツァルト） 

中村 心咲 
(なかむら こさき) 

鈴鹿市立旭が丘小学校 3年 
課題曲：No.1 ハ長調 BWV772 
自由曲：「24の前奏曲」より 1.ハ長調、4.ト短調、 
      6.ニ短調、10.ホ短調（芥川也寸志） 

奨励賞 

（４名） 

野村 美結 
(のむら みゆ) 

四日市市立常盤西小学校 4年 
課題曲：No.8 ヘ長調 BWV779 
自由曲：ロシア民謡によるヴァリエーション（ベルコヴィチ） 

堀本 実来 
(ほりもと みく) 

津田学園小学校 4年 
課題曲：No.9 ヘ短調 BWV780 
自由曲：「星のどうぶつたち」より “はくちょう”（田中カレン） 
      ショパン風マズルカ（クログルスキ） 

大野 佑輔 
(おおの ゆうすけ) 

いなべ市立丹生川小学校 4年 
課題曲：No.9 ヘ短調 BWV780 
自由曲：ソナチネ ヘ長調 Op.151-3 全楽章（ディアベリ） 

中林 和奏 
(なかばやし わかな) 

伊賀市立上野西小学校 4年 
課題曲：No.8 ヘ長調 BWV779 
自由曲：幻想曲 ニ短調 K.397（モーツァルト） 
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第 24回 みえ音楽コンクール   ピアノ部門 

審査結果（2018/10/13-10/14） 
 

小学５・６年生の部（出場 10名） ○課題曲：J.S.バッハ：「2声インヴェンション」または、「3声シンフォニア」より任意の 1曲 

 名前 学校・学年 演奏曲（作曲者） 

第１位 

（２名） 

酒井 彩花 
(さかい あやか) 

伊賀市立青山小学校 5年 
課題曲：3声シンフォニア No.6 ホ長調 BWV792 
自由曲：幻想曲 ハ長調 Hob. XVII-4（ハイドン） 

ワルツ 変ニ長調 Op.64-1（ショパン） 

吉尾 寿絵梨 
(よしお じゅえり) 

四日市市立常盤小学校 5年 
課題曲：3声シンフォニア No.10 ト長調 BWV796 
自由曲：ソナタ ニ短調 K.9/L413（スカルラッティ） 

スケルツォ・ワルツ ニ長調（シャブリエ） 

第２位

（２名） 

山路 莉沙 
(やまじ りさ) 

津市立修成小学校 6年 
課題曲：3声シンフォニア No.15 ロ短調 BWV801 
自由曲：ソナタ 変ロ長調 K.333 第 3楽章（モーツァルト） 

小川 晴琉音 
(おがわ はるね) 

名張市立すずらん台小学校 5年 
課題曲：2声インヴェンション No.13 イ短調 BWV784 
自由曲：牧神 Op.60（シャミナード） 

トッカータ Op.39（シャミナード） 

第３位 桂 花 
(かつら はな) 

鈴鹿市立鈴西小学校 6年 
課題曲：3声シンフォニア No.11 ト短調 BWV797 
自由曲：ワルツ 第 15番 ホ長調 遺作（ショパン） 
       ポロネーズ 第 14番 嬰ト短調 遺作（ショパン） 

奨励賞 原田 青依 
(はらだ あおい) 

津市立西が丘小学校 6年 
課題曲：3声シンフォニア No.11 ト短調 BWV797 
自由曲：ソナタ 変ホ長調 Hob.XVI-28 第 1楽章、第 3楽章 

（ハイドン） 

 

中学生の部（出場 12名） ○課題曲：J.S.バッハ：「平均律クラヴィーア曲集 第Ⅰ、Ⅱ巻」より任意の 1曲（プレリュード及びフーガ）  

 名前 学校・学年 演奏曲（作曲者） 

第１位 中村 雪乃 
(なかむら ゆきの) 

三重大学教育学部附属中学校 3年 
課題曲：第Ⅰ巻 No.23 ロ長調 BWV868 
自由曲：巡礼の年 第 3年「イタリア」より “エステ荘の噴水” 

（リスト） 

第２位 

（２名） 

高森 理乃 

(たかもり りの) 
暁中学校 3年 

課題曲：第Ⅰ巻 No.21 変ロ長調 BWV866 
自由曲：スケルツォ 第 2番 変ロ短調 Op.31（ショパン） 

近藤 叶実 
(こんどう かなみ) 

いなべ市立大安中学校 2年 
課題曲：第Ⅰ巻 No.13 嬰ヘ長調 BWV858 
自由曲：夢（夢想）（ドビュッシー） 

喜びの島（ドビュッシー） 

第３位 

（２名） 

久保 真寛 
（くぼ まひろ) 

伊賀市立大山田中学校 3年 
課題曲：第Ⅰ巻 No.17 変イ長調 BWV862 
自由曲：アレグロ ロ短調 Op.8（シューマン）  

多上 華菜 
（たがみ はな) 

高田中学校 1年 
課題曲：第Ⅱ巻 No.12 ヘ短調 BWV881 
自由曲：ソナタ ヘ長調 第 6番 Op.10-2 全楽章 

（ベートーヴェン） 

奨励賞 

（２名） 

八木 彩花 
(やぎ あやか) 

名張市立北中学校 2年 

課題曲：第Ⅰ巻 No.6 ニ短調 BWV851 
自由曲：「子供の領分」より“グラドゥス・アド・パルナッスム博士” 
      “雪は躍っている”“ゴリウォーグのケーク・ウォーク” 
      （ドビュッシー） 

森 愛純 
(もり あやか) 

桑名市立陵成中学校 2年 
課題曲：第Ⅰ巻 No.2 ハ短調 BWV847 
自由曲：パピヨン Op.2（シューマン） 
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第 24回 みえ音楽コンクール   ピアノ部門 

審査結果（2018/10/13-10/14） 
 

高校生の部（出場 5名） ○課題曲：J.S.バッハ：「平均律クラヴィーア曲集 第Ⅰ、Ⅱ巻」より任意の 1曲（プレリュード及びフーガ）  

 名前 学校・学年 演奏曲（作曲者） 

第１位 
上本 壮真 
(うえもと そうま) 

三重県立上野高等学校 2年 
課題曲：第Ⅰ巻 No.19 イ長調 BWV864 
自由曲：幻想曲 嬰ヘ短調 Op.28 第 1楽章、第 3楽章  

（メンデルスゾーン） 

第２位 
堀口 裕暉 
(ほりぐち ゆうき) 

三重県立伊勢高等学校 2年 
課題曲：第Ⅱ巻 No.2 ハ短調 BWV871 
自由曲：ソナタ 第 15番 ニ長調 Op.28 第 1楽章 
      （ベートーヴェン） 

第３位 
河内 花菜 
(かわうち はな) 愛知県立明和高等学校 2年 

課題曲：第Ⅰ巻 No.23 ロ長調 BWV868 
自由曲：「映像」第 1集より “水の反映” “運動” 

 （ドビュッシー） 

奨励賞 
伊藤 直輝 
(いとう なおき) 

三重県立四日市高等学校 1年 
課題曲：第Ⅱ巻 No.2 ハ短調 BWV871 
自由曲：即興曲 ヘ短調 Op.142-4（シューベルト） 

 

大学生以上一般の部（出場 8名） ○課題曲なし 

 名前 学校・学年 演奏曲（作曲者） 

第１位 
福島 みなみ 
(ふくしま みなみ) 

桐朋学園大学 2年 死の舞踏 S.555 R.240（リスト（サン=サーンス）） 

第２位 
寺腰 理乃 
(てらこし りの) 

愛知県立芸術大学 3年 
ソナタ 第 2番 変ロ短調 Op.36（改訂版） 
第 2楽章、第 3楽章（ラフマニノフ） 

第 3位 
梅山 愛理 
(うめやま あいり) 

大阪音楽大学 3年 
絵画的練習曲 Op.33 第 6番 変ホ短調、第 2番 ハ長調 
（ラフマニノフ） 
ムジカ・ナラ（徳山美奈子） 

奨励賞 
森田 充俊 
(もりた みつとし) 

 幻想曲 ヘ短調 Op.49（ショパン） 
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第 24回 みえ音楽コンクール   ピアノ部門 

審査結果（2018/10/13-10/14） 
 

デュオＡコース（出場１組２名） ○課題曲なし             

 名前 学校・学年 演奏曲（作曲者） 

金賞 該当者なし   

銀賞 

川村 悠稀乃 
(かわむら ゆきの) 

鈴鹿市立白鳥中学校 2年 
フィエスタ・マリアッチ（ギロック） 

スペインの舞曲（フォーレ） 有竹 心菜 
(ありたけ ここな) 

四日市市立西陵中学校 2年 

銅賞 該当者なし   

奨励賞 該当者なし   

 

デュオＢコース（出場１組２名） ○課題曲なし             

 名前 学校・学年 演奏曲（作曲者） 

金賞 

奈良谷 温菜 
(ならや はるな) 

伊賀市立霊峰中学校 3年 「伝説」Op.59 より 

第 1番 ニ短調、第 5番 変イ長調、第 8番 ヘ長調 

（ドヴォルザーク） 
奈良谷 明音 
(ならや あかね) 

三重県立上野高等学校 1年 

銀賞 該当者なし   

銅賞 該当者なし   

奨励賞 該当者なし   

 

デュオ C コース（出場１組２名） ○課題曲なし             

 名前 学校・学年 演奏曲（作曲者） 

金賞 該当者なし   

銀賞 該当者なし   

銅賞 該当者なし   

奨励賞 

山田 彬香 
(やまだ あかね) 

 

死の舞踏 Op.40（サン=サーンス） 
中井 亜有理 
(なかい あゆり) 

 

 

以上 
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