
 2010年度　コンクールでの活躍

楽器 コンクール名 順位・賞 開催日等 学年 氏名

pf 第５回 東京芸術センター記念コンクール 銅賞 2010/04 研１ 金平　夏花

pf 第48回 北九州芸術祭クラシックコンサート　一般の部 奨励賞 2010/04
2010.3
大卒

溝上　詩織

pf 第29回 アゼリア推薦新人演奏会 優秀賞 2010/05 大１ 青木　ゆり

pf 第12回 さくらぴあ新人コンクール
さくらぴあ大賞（第１
位）

2010/05 研１ 永島　沙也加

pf 第29回 飯塚新人音楽コンクール 第３位 2010/06
2010.3
大卒

大嶋　美帆子

pf バルセシア国際音楽コンクール（イタリア）ヤングカテゴリ 第１位 2010/06 研１ 酒井　麻里

pf 第８回　ブルクハルト国際音楽コンクール　ピアノ部門 第１位 2010/06 大１ 伊藤　聖奈　

pf 第８回　ブルクハルト国際音楽コンクール　ピアノ部門 第４位 2010/06 大３ 臼井　菜奈未

pf 第１回　情熱の日・芸術祭コンクール シューレ　ピアノ協奏曲部門
部門優秀賞（ＳＴＶ賞）
ｺﾞｰﾙﾄﾞﾒﾀﾞﾘｽﾄ賞（札幌市教
育委員会教育長賞）

2010/07 研２ 平川　恵里

pf 第13回 ゛長江杯゛国際音楽コンクール 第１位 2010/08 大４ 安達　有香

pf 第35回 町田市ピアノコンクール　F部門 第２位、ヤマハ賞 2010/08 研２ 鎌田　真理子

pf 第35回 町田市ピアノコンクール　F部門
第３位、商工会議所会
頭賞

2010/08 研１ 永野　文哉

pf 第４回　横浜国際音楽コンクール　ピアノ部門　大学生の部 第５位 2010/08 大４ 藤松　幸

pf 第４回　横浜国際音楽コンクール　ピアノ部門　一般の部 第４位 2010/08 研２ 兼田　絵美

pf 第４回　横浜国際音楽コンクール　ピアノ部門　一般の部 I.Stravinsky賞 2010/08 研２ 宮澤　尚子

pf 第13回 "長江杯"国際音楽コンクール　ピアノ部門 第２位 2010/08 大３ 臼井　菜奈未

pf 第８回　石川県NOTOピアノコンクール　F部門 優秀賞 2010/08 大４ 森須　奏絵

pf 第８回　石川県NOTOピアノコンクール　F部門 優秀賞 2010/08 大２ 出井　沙緒梨

pf 第19回 全日本ジュニアクラシック音楽コンクール 大学生の部 ピアノ部門 第３位 2010/08 大１ 飯塚 梓pf 第19回　全日本ジュ アクラシック音楽コンク ル 大学生の部 ピアノ部門 第３位 2010/08 大１ 飯塚　梓

pf 第26回 バルセシア国際音楽コンクール（イタリア） ピアノ部門 第１位 2010/09
2005.3
大卒

森田　義史

pf 第９回　ブルクハルト国際音楽コンクール　ピアノ部門 第２位 2010/10 大３ 三原　未紗子

pf 第９回　ブルクハルト国際音楽コンクール　ピアノ部門 第３位 2010/10 大３ 藤原　亜利奈

pf 第７回　北本ピアノコンクール　G部門 第３位 2010/10 大２ 若松　寛子

pf 第11回　北関東ピアノコンクール 大学生Ｓの部 第２位 2010/10 大３ 小林　真央

pf 第11回　ローゼンストック国際ピアノコンクール 第４位 2010/11 大３ 藤原　亜利奈

pf 山手の丘音楽コンクール　ピアノソロ部門 大学生・一般の部 入選 2010/11 大２ 藤森　恵

pf 第５回　西関東Aピアノオーディション Special部門 グランプリ 2010/11 大１ 沢木　依子

pf 第4回　ベーテンピアノコンクール　連弾部門 第２位 2010/12 大３ 臼井　菜奈未

pf 第１回　ヨーロッパ国際ピアノコンクール 特級部門 第3位・審査員特別賞 2010/12 研２ 宮澤　尚子

pf 第12回　ショパン国際ピアノコンクール　in ASIA アジア大会　大学生部門 奨励賞 2011/01 大３ 石平　彩香

pf 第２回　東京ピアノコンクール　大学部門 第１位 2011/01 大４ 守重　結加

pf 第２回　東京ピアノコンクール　大学部門 第３位 2011/01 大４ 稲垣　歩

pf 第２回　全日本ピアノオーディション　Special部門 第５位 2011/2 大１ 沢木　依子

pf 第49回 東京国際芸術協会新人オーディション 優秀新人賞 2011/02 大１ 土井　千咲綺

pf 第11回 21世紀ピアノコンクール 第２位 2011/03 CD1 平埜　彩乃

pf 第３回 浜響ソリストオーディション 第１位 2011/03 大１ 土井　千咲綺

ｖｌ Merignac　ヴァイオリン国際音楽コンクール（フランス） 優勝 2010/07 大１ 澤本　真由香

桐朋学園大学
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ｖｌ 第８回 東京音楽コンクール 弦楽部門 第３位 2010/08 大１ 武田　章寛

ｖｌ 第６回　ルーマニア国際音楽コンクール　弦楽器部門
弦楽器部門第１位、全
部門最優秀賞

2010/08 SD２ 会田　莉凡

ｖｌ 第４回　横浜国際音楽コンクール　弦楽器部門　大学生の部 第３位 2010/08 大３ 岩木　亜悠子

ｖｌ 第４回　横浜国際音楽コンクール　弦楽器部門　大学生の部 第３位 2010/08 大２ 西　悠紀子

ｖｌ 第４回　横浜国際音楽コンクール　弦楽器部門　一般の部 第３位 2010/08 CD1 鶴　友見

ｖｌ 第４回　横浜国際音楽コンクール　弦楽器部門　一般の部 第３位 2010/08 研１ 野口　沙良

ｃｂ 第12回　日本演奏家コンクール　弦楽器部門　一般の部A 第３位 2010/08 研２ 礒部　麿未

vc
ミュンヘン国際コンクール　チェロ部門
Internationalen Musikwettbewerbs der ARD München

第２位 2010/09
2005高卒、

2006.3SD退籍
横坂　源

ｖｌ 第９回 ひろば賞コンクール 弦楽器部門賞 2010/09 大３ 岩木　亜悠子

ｖｌ 第７回　クライスラー国際ヴァイオリンコンクール 第５位 2010/09 大３ 寺内　詩織

ｖｌ 第24回　レ・スプレンデル音楽コンクール　弦楽器部門 第４位（最高位） 2010/09 大２ 渡邊　響子

ｖｌ 第79回　日本音楽コンクール　バイオリン部門 第３位 2010/10 SD1 毛利　文香

ｖｌ 山手の丘音楽コンクール　弦楽器ソロ部門 大学生・一般の部 第２位 2010/10 大４ 外園　萌香

ｖｌ 山手の丘音楽コンクール　弦楽器ソロ部門 大学生・一般の部 第３位 2010/10 大３ 小形　響

ｖｌ 山手の丘音楽コンクール　弦楽器ソロ部門 大学生・一般の部 奨励賞 2010/10 大３ 岩木　亜悠子

ｖｌ
第６回　シュポア国際コンクール（6th International LOUIS SPOHR Competition
for Young Violinists）　CategoryⅢ

第３位 2010/11 大３ 寺内　詩織

ｖｌ
第６回　シュポア国際コンクール（6th International LOUIS SPOHR Competition
for Young Violinists）　CategoryⅢ

特別賞 2010/11 大３ 大塚　百合菜

vl 第16回　KOBE国際音楽コンクール　C部門　弦楽器の部
優秀賞・兵庫県芸術
文化協会賞

2011/01 大３ 城　達哉

ｖｌ 第20回 日本クラシック音楽コンクール ヴァイオリン部門 大学の部（女子） 第３位 大４ 中山 加琳ｖｌ 第20回　日本クラシック音楽コンク ル　ヴァイオリン部門 大学の部（女子） 第３位 大４ 中山　加琳

ｖｌ 第20回　日本クラシック音楽コンクール　ヴァイオリン部門 大学の部（女子） 第４位 大４ 松本　由梨

ｖｌ 第20回　日本クラシック音楽コンクール　ヴァイオリン部門 大学の部（女子） 第５位 大１ 中野　花瑛

ｖｌ 第20回　日本クラシック音楽コンクール　ヴァイオリン部門 大学の部（女子） 第５位 大２ 渡辺　明

ｖｌ 第20回　日本クラシック音楽コンクール　ヴァイオリン部門 大学の部（女子） 第５位 大４ 中村　響子

vc 第20回　日本クラシック音楽コンクール　弦楽器部門 大学の部（女子） 第３位 大１ 松本　亜優

vc 第20回　日本クラシック音楽コンクール　弦楽器部門 大学の部（男子） 第２位 大１ 三井　静

ｆｌ 第６回　ルーマニア国際音楽コンクール　管楽器部門 第３位 2010/08 研１ 清水　香

ｆｌ 2010/08 大４ 渥美　友香 

ｆｌ 2010/08 大４ 奥野　由紀子

ｆｌ 2010/08 大４ 粉名内　美穂

ｆｌ 2010/08 大４ 竹森　ゆきえ

ｆｌ 2010/10 大４ 渥美　友香 

ｆｌ 2010/10 大４ 奥野　由紀子

ｆｌ 2010/10 大４ 粉名内　美穂

ｆｌ 2010/10 大４ 竹森　ゆきえ

ｆｌ 第21回　日本木管コンクール フルート部門 第２位 2010/11
2009.3
研修了

泉　真由

ma 第６回　ルーマニア国際音楽コンクール　打楽器部門
第１位、日本ルーマニ
ア音楽協会賞

2010/08 研１ 村田　恵子

hp 第11回　大阪国際音楽コンクール　弦楽器部門　ハープの部 第３位 2010/10 大１ 井田　結貴乃

第11回　大阪国際音楽コンクール　アンサンブル部門 エスポワール賞

第11回　日本アンサンブルコンクール　室内楽部門 入選

桐朋学園大学
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FT 第24回 古楽コンクール<山梨> 審査員奨励賞 2010/05 研２ 岩井　春菜

vo 第４回　横浜国際音楽コンクール　声楽部門　一般の部 第３位 2010/08
2008.3
研修了

河原　真実

vo 第64回　全日本学生音楽コンクール　東京大会 声楽部門 大学・一般の部 第１位 2010/10 大３ 和田　しほり

vo 第64回　全日本学生音楽コンクール　東京大会 声楽部門 大学・一般の部 入選 2010/10 大２ 伊藤　美穂

vo 第15回　コンセール・マロニエ２１　声楽部門 第３位 2010/10 研２ 菅谷　公博

vo 第64回　全日本学生音楽コンクール 全国大会 声楽部門 大学・一般の部 第２位 2010/11 大３ 和田　しほり

co 東洋大学創立125周年記念 応援歌（作曲）公募 佳作 2010/04 大４ 面川　倫一

ｖｌ 2010/04 大３ 原　夏海

ｖｌ 2010/04 大３ 二葉　円香

ｖｌ 2010/04 大３ 大嶋　世菜

vc 2010/04 大３ 林田　順平

pf 2010/04 大３ 森　沙也香

アジア国際音楽コンサートコンクール 最優秀賞

桐朋学園大学


