
2020年８⽉３⽇〜７⽇（金）札幌サンプラザコンサートホール
（新型コロナウイルスの影響により、地区予選は動画審査による開催となった）

当番審査員（50音順・敬称略）／秋元恵理子／石田敏明／内山いづみ／梅木康代／柏樹文子／工藤真樹子
／酒井由美子／棚橋妙子／藤田裕佳子／三浦明子／三橋菜穂子／村上和歌子／山下聡／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 高橋椎 金賞 柳悠人 金賞 森川淑之助
銀賞 小椋未来 金賞 江端りおな 銀賞 才川志歩
銀賞 ⼤⻄琉加 銀賞 村上唱 銀賞 髙木裕斗
銀賞 山家悠愛 銀賞 海堀心莉 銀賞 髙田眞太郎
銀賞 杉本絢都 銀賞 山⼾瑛介 銀賞 鈴木彩心
銅賞 道下愛理 銅賞 成田悠 銀賞 田中梨瑚
銅賞 久保悠埜 銅賞 村中悠真 銅賞 上木美緒
銅賞 五島莉杏 銅賞 北田羽麗 銅賞 笹谷陽菜
銅賞 片平栞寧 銅賞 塚本梨乃 銅賞 ⻑谷川紗世
銅賞 伊藤瑛心 銅賞 近藤優音 銅賞 山口敬太
銅賞 川真田萌⻩ 銅賞 野⼾ひまり 銅賞 坂口雅奏
奨励賞 齋藤咲那 奨励賞 千秋杏寧 銅賞 ⼾賀澤⼀結
奨励賞 新井元貴 奨励賞 中川和奏 銅賞 及川詠生
奨励賞 橋本莉桜 奨励賞 ⻄川麗美 銅賞 松井孝奈
奨励賞 小川珠季 奨励賞 森拓音 銅賞 赤塚羽菜

奨励賞 高田航太郎 銅賞 井上怜音
奨励賞 松田楓矢 銅賞 岩井美玖
奨励賞 小野帆菜 銅賞 関口央
奨励賞 ⼤林望香 奨励賞 ⽇向桜子
奨励賞 髙橋康晟 奨励賞 瀨川玲美

奨励賞 髙本花伽
奨励賞 岩原乃々花
奨励賞 ⻫藤遼和
奨励賞 晝間彩花
奨励賞 石井野晴
奨励賞 山口莉乃
奨励賞 引地優萌
奨励賞 藤田彩乃
奨励賞 前田旭陽
奨励賞 島崎逢楽
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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 山平乙葉 金賞 ⼤滝竣太 金賞 ⻑松海世
銀賞 鈴木莉彩 銀賞 二口璃音 銀賞 飯岡里奈
銀賞 鎌田知志 銀賞 坂口煌梨 銀賞 清水舜紀
銀賞 後藤咲希 銀賞 ⻘野資龍 銀賞 本谷心
銀賞 髙田清乃 銀賞 ⻘山宰 銀賞 島崎嘉楽
銀賞 上原望琴 銀賞 小清水優里 銀賞 井田夢菜
銅賞 桑谷仁瑚 銀賞 佐藤花 銅賞 元村有
銅賞 ⼤高叶夢 銅賞 池田煌彗 銅賞 加賀田沙良
銅賞 森田実央 銅賞 北川⽉空 銅賞 ⻘野颯太
銅賞 霞本悠 銅賞 渡邉修也 銅賞 及位南々美
銅賞 ⼤村奏乃 銅賞 中村怜那 銅賞 工藤維華
銅賞 石毛希歩 銅賞 中村華凛 銅賞 齊藤純那
銅賞 千葉みなみ 銅賞 河辺茉実 銅賞 岩井茉央
銅賞 織笠美良 銅賞 佐々木聡介 奨励賞 福島愛弓
銅賞 遠藤奏奈 銅賞 ⻫藤萌珂 奨励賞 中澤明里
銅賞 小野夏凛 銅賞 中川春花 奨励賞 山田夏希
銅賞 瀬⼾川芽依 銅賞 道下結理 奨励賞 宇野⽇南子
銅賞 久保埜意 銅賞 平瀬颯蘭 奨励賞 川音心花
奨励賞 松本衣菜世 銅賞 村上佑 奨励賞 佐々木莉央奈
奨励賞 石⿊紗菜 奨励賞 小山内音 奨励賞 落合素子
奨励賞 浪岡紫音 奨励賞 川村唯花 奨励賞 尾谷優衣
奨励賞 井上舞 奨励賞 坂野那奈
奨励賞 多谷奏良 奨励賞 金内⼀颯
奨励賞 栄美有 奨励賞 麻生紗耶香
奨励賞 毛利緋乃果 奨励賞 仲村才理
奨励賞 加藤伊織 奨励賞 角田栞
奨励賞 福島彩喜 奨励賞 角田玲衣
奨励賞 安田莉果 奨励賞 原田絢菜

奨励賞 ⼤森祐佳
奨励賞 髙橋芽衣
奨励賞 谷美空
奨励賞 坂本翔⼀
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小学校６年生の部 中学校の部 高校の部
金賞 八木田茉央 金賞 板垣歩花 金賞 鈴木結
銀賞 才川美久 金賞 村上舞花 金賞 﨑美桜
銀賞 堀内凛子 銀賞 橋本純麗 銀賞 稲垣萌楓
銀賞 岩野由奈 銀賞 岡田莉子 銀賞 畑中ゆき
銅賞 髙田蒼乃 銀賞 安田未来 銅賞 和佐梨加
銅賞 高橋沙羅 銅賞 田所諒也 銅賞 奥山優
銅賞 ⼤林宏思 銅賞 鈴木秀鶴子 銅賞 渡辺咲水
銅賞 川島映俐 銅賞 佐久間希美 銅賞 新喜真由音
銅賞 伊藤美空 銅賞 今村朱里 奨励賞 五十嵐聖兎
銅賞 小管杏奈 銅賞 前田夏希 奨励賞 嶌村伊央加
銅賞 芹澤亜星 銅賞 ⻄村美歩 奨励賞 小笠原聖華
銅賞 田中咲来 銅賞 佐野妃茉俐 奨励賞 伊藤結衣子
銅賞 岡部有希 銅賞 山本珠璃 奨励賞 ⻄舘武⾶
奨励賞 清水美空 銅賞 林奈侑
奨励賞 小松拓史 奨励賞 武内琴音 連弾の部
奨励賞 東優羽 奨励賞 清水唯花 最優秀賞 ⻑松海世 鯉渕栞朱
奨励賞 橋本妃 奨励賞 滝屋歩夢ﾗｲｱﾝ 優秀賞 森川文之助 森川淑之助
奨励賞 中島栄道 奨励賞 坂崎優玖 優秀賞 ⻘野加林 ⻘野資龍
奨励賞 野村瑠璃 奨励賞 鈴木⽇奈子 優秀賞 北守愛望 寒河江奏乃
奨励賞 島田栞名 奨励賞 菅原玲乙奈 優秀賞 横山沙好 清水結

奨励賞 仁井田心晴 優良賞 江田さや 江田まゆ
奨励賞 赤坂美紅 優良賞 鈴木友乃 吉田唯
奨励賞 江田さや 優良賞 清水美空 清水夢
奨励賞 齊藤つむぎ 優良賞 坂上礼衣 篠田萌奈
奨励賞 石嵜さら 優良賞 藤野百花 佐藤乃絵
奨励賞 柴田梨々子 優良賞 小松史歩 小松拓史

優良賞 松沢実愛 鈴木愛子
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特別賞
Jr.21世紀賞 山平乙葉 審査員特別賞 ⻑松海世 優秀指導者賞 菊池葉子
21世紀賞 﨑美桜 審査員特別賞 鯉渕栞朱 優秀指導者賞 楠雅子
最優秀バロック賞 才川志歩 審査員特別賞 八木田茉央 優秀指導者賞 永井礼子
最優秀バッハ賞 ⻑松海世


