
2021年８月５〜９日 札幌サンプラザコンサートホール

当番審査員（50音順・敬称略） 秋元恵理子 浅井智子 内山いづみ 小野真紀子 木村真由美 工藤真樹子
棚瀬美鶴恵 中川和子 楢原素子 八田寿美恵 松原寄美子 三浦明子 山口朋子 渡辺郁子

幼児の部 小学校１年生の部 小学校２年生の部
金賞 藤川敦至 金賞 安藤汰一 金賞 高橋椎
金賞 石⿊乃愛 金賞 鈴木友菜 銀賞 大澤春
金賞 森穂果 銀賞 前田彩綾 銀賞 山家悠愛
銀賞 江端瞭 銀賞 近藤凜音 銀賞 小川珠季
銀賞 道下陽真理 銀賞 関口奏那 銀賞 菅原悠心
銀賞 池田應介 銀賞 塚本結梨 銅賞 富所蓮
銅賞 大高萌夢 銅賞 玉木志朋 銅賞 土井心愛
銅賞 清水花 銅賞 鈴木さくら 銅賞 山本灯人
銅賞 北田心暖 銅賞 ⻑尾月陽 銅賞 小椋未来
銅賞 福田昂大 銅賞 髙木萌花 銅賞 久保悠埜
銅賞 早坂光翔 銅賞 佐藤あさぎ 銅賞 岡本笑茉
銅賞 霞本彩乃 銅賞 浅野稜 銅賞 小関菜々美
銅賞 久保碧子 銅賞 齊藤遥乃 銅賞 櫻澤遥音
銅賞 渡邉菜央 銅賞 茂木陽太 銅賞 武藤蓮
奨励賞 大越光惺 奨励賞 ⻄野目英里子 奨励賞 笹浪真悠
奨励賞 三橋咲花 奨励賞 董愛莉 奨励賞 岩朝滉大
奨励賞 大石千恵 奨励賞 阿部葉那 奨励賞 高畠虹輝
奨励賞 千秋翔蓮 奨励賞 島崎矩⽻楽 奨励賞 金森和奏
奨励賞 郷晴乃恭 奨励賞 猫沖碧音 奨励賞 東璃空
奨励賞 宮本りの 奨励賞 中澤歩花 奨励賞 楠かなで
奨励賞 阿部采花 奨励賞 武田桃佳 奨励賞 下河辺直行
奨励賞 田村有梨咲 奨励賞 山⾕佳奈 奨励賞 中島望結
奨励賞 佐々木詩 奨励賞 新井元貴 奨励賞 新⾕祐晴

奨励賞 兒玉岳
奨励賞 有澤咲季
奨励賞 幣湖遥
奨励賞 星川真翔
奨励賞 岡田小春
奨励賞 柏葉惺七
奨励賞 徳田凜花
奨励賞 本岡真弥
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小学校３年生の部 小学校４年生の部 小学校５年生の部
金賞 小管一生 金賞 井上怜音 金賞 宮内哲平
金賞 森山蘭 銀賞 大澤藍丸 金賞 佐々木瑛泉
銀賞 田中智樹 銀賞 小清水駿斗 銀賞 石毛希歩
銀賞 佐久間真桜 銀賞 才川志歩 銀賞 岸花音
銀賞 海堀心莉 銀賞 髙木裕斗 銀賞 桑⾕仁瑚
銀賞 村中悠真 銅賞 五十嵐彩春 銅賞 千葉涼乃
銀賞 楠つむぎ 銅賞 髙田眞太郎 銅賞 上原望琴
銀賞 村上唱 銅賞 坂口雅奏 銅賞 小野正宗
銅賞 波田ふみ 銅賞 天沼そよ花 銅賞 岡塚智彦
銅賞 庄司茉緒 銅賞 岩井美玖 銅賞 森山杏
銅賞 庄子蒼泉 銅賞 山口真弦 銅賞 福島彩喜
銅賞 中川和奏 銅賞 前田旭陽 銅賞 石井佐奈
銅賞 南川瑛大朗 銅賞 及川詠生 銅賞 武田悠埜
銅賞 松田楓矢 銅賞 持佛恵海 銅賞 大村奏乃
銅賞 小林美らの 銅賞 綿⾕蒼斗 銅賞 千葉みなみ
銅賞 近藤優音 銅賞 上木美緒 銅賞 北川七楓
銅賞 大石恵梨 銅賞 日向桜子 銅賞 竹中美結
銅賞 今井彩瑛 銅賞 宮澤日捺子 奨励賞 久保埜意
奨励賞 山本詩夕 銅賞 山階華穏 奨励賞 池上莉央
奨励賞 小泉紀歩 奨励賞 岩原乃々花 奨励賞 梅村要
奨励賞 山⾕佳穂 奨励賞 田中雅人 奨励賞 原田葉那
奨励賞 大柳要 奨励賞 丸子菜々子 奨励賞 大高叶夢
奨励賞 矢柳加奈 奨励賞 倉地咲恵 奨励賞 大塚成浩
奨励賞 藤川陽士 奨励賞 大庭優花 奨励賞 瀬⼾川芽依
奨励賞 野⼾ひまり 奨励賞 笹⾕陽菜 奨励賞 加藤颯花
奨励賞 清水陽奈 奨励賞 瀨川玲美 奨励賞 織笠美良
奨励賞 山⼾瑛介 奨励賞 関口央 奨励賞 石⿊紗菜

奨励賞 縁莚智陽 奨励賞 伊藤来真
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小学校６年生の部 中学校の部 高校の部
金賞 大滝竣太 金賞 清水舜紀 金賞 清水唯花
銀賞 佐藤花 銀賞 横窪悠梨梛 銀賞 小笠原聖華
銀賞 菊池奏多 銀賞 小管杏奈 銀賞 ⻄田亘伸
銀賞 松田有生 銀賞 柏川奈那子 銀賞 星香里奈
銅賞 大井萌々華 銀賞 野里悠貴 銀賞 檜森海希
銅賞 佐藤拓音 銅賞 齊藤柊眞 銅賞 千葉太智
銅賞 熊本結心 銅賞 小松拓史 銅賞 板垣歩花
銅賞 鈴木友梨 銅賞 及位南々美 銅賞 山本玲華
銅賞 平瀬颯蘭 銅賞 大林宏思 奨励賞 木幡夏生
銅賞 田畑春樹 銅賞 田所諒也 奨励賞 ⻄村美歩
銅賞 中村怜那 銅賞 中澤明里 奨励賞 武内琴音
奨励賞 佐々木一花 銅賞 種畑瑛介
奨励賞 酒井尊 銅賞 ⻄村遙斗 連弾の部
奨励賞 坂本翔一 銅賞 山⼾寧々 最優秀賞 小川愉璃・大前ヒカル
奨励賞 坂野那奈 銅賞 正津尊 優秀賞 幣海遥・幣湖遥
奨励賞 ⻘山宰 銅賞 上⻄ゆら 優秀賞 小管杏奈・小管一生
奨励賞 佐藤千夏 銅賞 丸山結楽 優秀賞 土田鈴子・岩原乃々花
奨励賞 佐々木聡介 銅賞 山本璃音 優秀賞 鯉渕栞朱・⻑松海世
奨励賞 小関美陽 奨励賞 坂本温音 優秀賞 小松優奈・畠中瀬音
奨励賞 村上佑 奨励賞 前田夏希 優良賞 武田悠埜・阿部由奈
奨励賞 小清水優里 奨励賞 大村一喜 優良賞 佐々木瑛泉・手塚彩心
奨励賞 角田玲衣 奨励賞 新保結奈乃 優良賞 濱本清麗・坂野那奈

奨励賞 野村夏 優良賞 渡邉紫月・及位南々美
奨励賞 阿南瑠里 優良賞 才川美久・才川志歩
奨励賞 吉川萌望 優良賞 佐野妃茉俐・大沢瑠々花
奨励賞 植村美祐 優良賞 小松史歩・小松拓史
奨励賞 渡邊由莉 優良賞 田中桃佳・渡邉百々香
奨励賞 ⻘野颯太
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特別賞
21世紀賞 清水唯花 審査員特別賞 高橋椎
Jr.21世紀賞 井上怜音 審査員特別賞 野里悠貴
最優秀バッハ賞 正津尊 優秀指導者賞 一村理奈
最優秀バロック賞 小管一生 優秀指導者賞 鈴木飛鳥


