
2021年８月４日 ふきのとうホール／５,６,９,10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）／⻘⼭佳奈美／梅木康代／大川直美／木村真由美／酒井由美子／佐藤睦美
／棚瀬美鶴恵／棚橋妙子／八田寿美恵／藤田裕佳子／松原寄美子／三橋菜穂子／村上和歌子／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 安藤汰一 金賞 高橋椎 金賞 海堀心莉
銀賞 伊藤瑛心 銀賞 三谷陽香 銀賞 近藤優⾳
銀賞 鈴木友菜 銀賞 川真田萌⻩ 銀賞 松田楓矢
銀賞 國澤菜々 銀賞 ⼭家悠愛 銀賞 江端りおな
銀賞 宇野魁人 銀賞 久保悠埜 銅賞 小管一生
銅賞 中島結香 銀賞 杉⼭朔弥 銅賞 森⼭蘭
銅賞 可児遥花 銅賞 東璃空 銅賞 村上唱
銅賞 浅野稜 銅賞 佐藤心奏 銅賞 横濱怜生
銅賞 小松史果 銅賞 小川珠季 銅賞 小林美らの
銅賞 董愛莉 銅賞 村田麻帆 銅賞 千秋杏寧
銅賞 田嶋みのり 銅賞 柏葉惺七 銅賞 杉⼭裕太郎
奨励賞 茂木陽太 銅賞 小椋未来 銅賞 猿橋宗矢
奨励賞 前田彩綾 銅賞 本岡真弥 銅賞 波田ふみ
奨励賞 塚本結梨 奨励賞 櫻澤遥⾳ 銅賞 ⿊沼唯華
奨励賞 阿部葉那 奨励賞 兒玉岳 銅賞 ⼭⼾瑛介
奨励賞 若林結菜 奨励賞 橋本莉桜 銅賞 野⼾ひまり
奨励賞 荒木海陽 奨励賞 根布谷賢信 奨励賞 庄司茉緒
奨励賞 藤井凜⾳ 奨励賞 土井心愛 奨励賞 森田りりか

奨励賞 奥村悠生
奨励賞 藤川陽士
奨励賞 武田千菜美
奨励賞 村中悠真
奨励賞 塚本梨乃
奨励賞 森奏太
奨励賞 村松隼人
奨励賞 柳悠人
奨励賞 大柳要
奨励賞 海野鈴華
奨励賞 木曽名南実
奨励賞 森拓⾳
奨励賞 髙橋康晟
奨励賞 片桐真結
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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 才川志歩 金賞 鎌田知志 金賞 ⻘野資龍
金賞 井上怜⾳ 銀賞 杉本琴 金賞 平瀬颯蘭
銀賞 照井彗悟 銀賞 上原望琴 銀賞 佐々木聡介
銀賞 佐藤奈々美 銀賞 多谷奏良 銀賞 松下夏穂
銀賞 森川淑之助 銀賞 小野正宗 銀賞 川村唯花
銀賞 小清水駿斗 銀賞 勝木柚月 銀賞 二口璃⾳
銅賞 藤田彩乃 銀賞 森⼭杏 銅賞 佐藤花
銅賞 福島優愛 銅賞 阿部由奈 銅賞 大平萌々香
銅賞 宮澤日捺子 銅賞 栄美有 銅賞 佐野華乃子
銅賞 倉地咲恵 銅賞 霞本悠 銅賞 二ノ宮隆美
銅賞 上木美緒 銅賞 岩朝大晟 銅賞 坂本翔一
銅賞 笹谷陽菜 銅賞 大村奏乃 銅賞 三坂優羽奈
銅賞 持佛恵海 銅賞 桑谷仁瑚 銅賞 菅本ルシア
銅賞 髙木裕斗 銅賞 林礼⾳ 銅賞 齋藤萌珂
奨励賞 豊田美⾳ 銅賞 千葉みなみ 奨励賞 松田有生
奨励賞 田中雅人 奨励賞 伊藤優志 奨励賞 南川安菜
奨励賞 大澤藍丸 奨励賞 鍋⼭恋乃 奨励賞 齊藤沙羅
奨励賞 岩井美玖 奨励賞 梅村要 奨励賞 ⻘⼭宰
奨励賞 髙本花伽 奨励賞 荻優奈 奨励賞 中村怜那
奨励賞 早川真矢 奨励賞 渡邉紫月 奨励賞 村上佑
奨励賞 ⼭口敬太 奨励賞 伊東未織 奨励賞 森田紗名
奨励賞 境井理人 奨励賞 池野美玲 奨励賞 中川春花
奨励賞 赤塚羽菜 奨励賞 上野莉蒼奈
奨励賞 ⼾賀澤一結 奨励賞 北川七楓
奨励賞 日向桜子 奨励賞 北内奎伍
奨励賞 岡田あさひ 奨励賞 織田千歳

奨励賞 竹中美結
奨励賞 髙田清乃
奨励賞 大高叶夢
奨励賞 田中杏奈
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小学校６年生の部 中学校の部 高校の部
金賞 小林鈴佳 金賞 鈴木菜咲 金賞 鈴木結
金賞 ⻄村遙斗 銀賞 小松拓史 銀賞 五十嵐聖兎
銀賞 島崎嘉楽 銀賞 田畑翔梧 銀賞 小出みなみ
銀賞 坂口碧海 銀賞 杉岡優守 銀賞 早瀬玲
銀賞 進士綾⾳ 銀賞 田村結羽 銅賞 矢野悠斗
銅賞 篠田雅実 銅賞 谷口凱信 銅賞 原橋もも
銅賞 坂本温⾳ 銅賞 髙村遥仁 銅賞 清水咲七
銅賞 及位南々美 銅賞 池結衣渚 奨励賞 土田悠衣奈
銅賞 尾谷優衣 銅賞 ⼭岸咲絢 奨励賞 須田碧莉
銅賞 小路梛由多 銅賞 今村朱里 奨励賞 渡辺咲水
銅賞 大島紀一郎 銅賞 松沢実愛 奨励賞 永瀧陽菜
銅賞 浪岡凛⾳ 銅賞 鍋⼭奏乃
銅賞 本谷心 銅賞 藤本遥
銅賞 ⼭村怜 銅賞 大江愛紗
奨励賞 清水舜紀 銅賞 武内琴⾳ 連弾の部
奨励賞 元村有 銅賞 小清水陽菜 最優秀賞 清水舜紀・木村日鞠
奨励賞 土田鈴子 銅賞 佐藤花⾳ 優秀賞 才川美久・才川志歩
奨励賞 常盤真央 奨励賞 新保結奈乃 優秀賞 及位南々美・飯岡里奈
奨励賞 安部舟真 奨励賞 齊藤柊眞 優秀賞 江田さや・江田まゆ
奨励賞 ⿊田陽生 奨励賞 髙田蒼乃 優秀賞 小松史歩・小松拓史
奨励賞 阿南瑠里 奨励賞 ⻘野加林 優良賞 森奏太・森拓⾳
奨励賞 大⻄瞬佑 奨励賞 杉森裕羽 優良賞 坂上礼衣・篠田萌奈

奨励賞 森田絢香 優良賞 金子陽希・栗村康生
奨励賞 ⼭本珠璃 優良賞 阿南瑠里・佐藤壮太
奨励賞 人見泰平 優良賞 ⼭平爽太・⼭平乙葉
奨励賞 清水唯花 優良賞 芝田和佳・幣海遥
奨励賞 葛⻄玲 優良賞 小川恵璃・小川愉璃
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特別賞
Jr.21世紀賞 鎌田知志 審査員特別賞 清水舜紀・木村日鞠
21世紀賞 鈴木結 審査員特別賞 早瀬玲
最優秀バロック賞 上原望琴 優秀指導者賞 鈴木飛鳥
最優秀バッハ賞 ⻘野資龍 優秀指導者賞 園田佳子


