
　ピアノ
●第62回 全日本学生音楽コンクール 東京大会 高校の部
　第 2位　吉兼加奈子（高３）
●第10回 ショパン国際ピアノコンクール in ASIA
　大学生部門 アジア大会
　銅　賞　中川　佳美（大１）
　大学生部門 全国大会
　奨励賞　大嶋美帆子（大３）
　コンチェルトB部門 アジア大会
　奨励賞　藤谷　美舞（大２）
　コンチェルトC部門 東京大会
　金　賞　稲島　早織（大２）
　高校生部門 全国大会
　銅　賞　谷貝　育根（高２）
　奨励賞　飯塚　　梓（高２）
　高校生部門 東京大会
　銀　賞　小坂　紘未（高２）
　高校生部門 神奈川地区大会
　金　賞　二宮佑己子（高２）
●第32回 ピティナ・ピアノコンペティション
　全国大会G級
　銅　賞（全国第 3位）　山本　千愛（大３）
●第22回 群馬県ピアノコンクール 高校の部
　最優秀賞　市川　知佳（高２）

● 第19回 彩の国・埼玉ピアノコンクール 
　 F（大学生・一般）部門
　銅賞・彩の国・埼玉ピアノコンクール賞
　　　　　見崎　清水（大２）
●第 6回 東京音楽コンクール ピアノ部門
　第 2位　石井　楓子（高２）
●第33回 全国町田ピアノコンクール 
　E部門
　第 2位・カワイ賞　二宮佑己子（高２）
　F部門
　第 1位・市長賞　霜山　茉莉（研１）
　第 2位・町田音楽協会賞　木村　和裕（研１）
　第 3位　見崎　清水（大２）
●第 2回 まちだ全国アンサンブルコンテスト デュオ部門
　金賞・町田市長賞・審査委員長特別賞
　　　　　木村　和裕・伊藤　　優（ともに研１）
●第 3回 全関東ジュニア・ピアノコンクール
　第 5位（ 1位・ 2位なし）　沢木　依子（高２）
●第26回 ソレイユ音楽コンクール ピアノ部門
　第 1位・音楽現代新人賞
　　　　　黒田佳奈子（’07年研究生修了）
　第 3位・審査員奨励賞　小滝　翔平（’07年大学卒）
● 第25回 財団法人日本ピアノ教育連盟ピアノ・オーデ
ィション

　入賞者演奏会出場者　伊藤由貴子（大４）
　　　　　　　　　　　西村　夏葵（大２）
●第39回 TIAA全日本クラシック音楽コンサート
　審査員賞　恵藤　幸子（大４）

・昨年度（2008年 4月～2009年 3月）の分です。
（学年は受賞時）コンクール入賞者

（学年は本年度）奨学生・特待生

・昨年度（2008年 4月～2009年 3月）の分です。
（学年は受賞時）顕　彰

第７回 齋藤秀雄メモリアル基金賞  横坂　源 （チェロ ・ ’05年高校卒）

2008年度　桐朋学園音楽部門特別奨学生
　該当者なし
2009年度　仙川キャンパス特待生
　ソリスト・ディプロマ１年　郷古　　廉（ヴァイオリン）

　ソリスト・ディプロマ１年　小林　美樹（ヴァイオリン）

　大学１年　　　　　　　　　福田　悠一郎（ヴァイオリン）

2009年度　桐朋学園大学音楽学部 ｢チェロアンサンブル・サイトウ｣ 奨学生
　大学１年　　　　　　　　　鎌田　茉莉子 （チェロ）

2009年度　桐朋学園音楽部門芸術教育整備・拡充資金及び奨学基金奨学生
　大学１年　　　　　　　　　田山　仁深 （ピアノ）

　大学１年　　　　　　　　　浅井　隆宏 （ピアノ）
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●第 9回 日本アンサンブルコンクール 
　 2台ピアノデュオ部門
　優秀演奏者賞・全音楽譜出版社賞
　　　　　藤原　奈保（大４）
　　　　　都築　れな（大４）
● 第32回 日本ピアノコンクール
　【課題曲部門】特級 1Bの部
　第 1位　伊藤　幸枝（’83年大学卒）
●第 2回 ベーテンピアノコンクール 全国大会
　第 1位　久保山菜摘（高１）
●第 2回 横浜国際音楽コンクール
　グランプリ　寺元　嘉宏（大３）
　ピアノ部門 高校の部
　第 2位　氷室　綾子（高１）
　第 3位　菊池安希子（高３）
●第 2回 横浜国際ピアノコンクール
　優秀賞・京浜サービス賞
　　　　　舌　沙織里（’04年研究生修了）
　優秀賞・神奈川新聞社賞
　　　　　熊井　麗音（’08年研究生修了）
　特別賞・ホテルニューグランド賞
　　　　　中井 知子（’03年大学卒）
　特別賞・三井賞　北村真紀子（大３）
●第 2回 フレッシュ横浜音楽コンクール
　金賞（第 1位）・審査員特別賞　土屋　絵葉（大２）
●第 7回 ひろば賞コンクール
　ピアノ部門賞・ひろば大賞（第 1位）
　　　　　黄木友里香（’09年大学卒）
●第 2回 青少年のためのスペインピアノコンクール 
　上級部門
　第 3位　上野　恵子（大１）
●第 9回 アールンピアノコンクール F級
　第 2位・シューマン賞　冨永　紘加（研１）
●2009 ロゼピアノコンクール（ 3月開催） 
　学生の部
　 第 2位　箱田　和美（高１）
　一般の部A
　第 2位　田渕　慶子（大３）
●第14回 日本モーツァルト音楽コンクール ピアノ部門 
　奨励賞　小池　冴佳（’03年大学卒）
●第 9回 大阪国際音楽コンクール 
　ピアノ部門 大学生の部
　第 1位・オーディエンス賞・ジェルメーヌ・ムニエ賞 
　　　　　岡安　咲耶（’06年高校卒）
　アブニール賞　萩原由理奈（大２）
　 2台ピアノ部門
　エスポアール賞　伊藤　　優（研１）
　　　　　　　　　都築　れな（大４）
　　　　　　　　　藤原　奈保（大４）
●第11回 万里の長城杯国際音楽コンクール 大学の部
　第 4位　野間　里保（’09年大学卒）
●第19回 吹田音楽コンクール
　審査員奨励賞　霜山　茉莉（研１）
●第20回 宝塚ベガ音楽コンクール
　第 4位　大嶋美帆子（大３）
● 第14回 KOBE国際学生音楽コンクール 
　 B（大学生・大学院生・研究生等）部門
　優秀賞・神戸市教育委員会賞
　　　　　三原 未紗子（大１）
●イル・ド・フランス国際ピアノコンクール
　ドビュッシー特別賞　高　実希子（’06年大学卒）
● スタインウェイ青少年ピアノ国際コンクール（ドイ
ツ・ベルリン）
　第 2位・聴衆賞・コンサート賞　久保山菜摘（高１）

●ローゼンストック国際ピアノコンクール
　奨励賞　和沙　舞子（大１）

〔2007年度〕
●2008 ロゼピアノコンクール 一般の部A
　 第 1位　小池　冴佳（'03年大学卒）

　ヴァイオリン
●第77回 日本音楽コンクール 本選会
　第 3位　寺内　詩織（大１）
●第62回 全日本学生音楽コンクール 
　全国大会 高校の部
　第 1位　横島　礼理（高２）
　東京大会 高校の部
　第 3位　宮川　奈々（高２）
●第 6回 東京音楽コンクール 弦楽部門
　第 2位・聴衆賞　井上　静香（’04年研究生修了）
　第 3位　赤間美沙子（高１）
●第11回 江藤俊哉ヴァイオリンコンクール
　ジュニア・アーティスト部門
　第 1位　尾張　拓登（高１）
　ヤング・アーティスト部門
　第 3位　会田　莉凡（高３）
●第18回 日本クラシック音楽コンクール 
　弦楽器部門 高校の部
　第 5位　外園　彩香（高２）・掛川みずき（高３）
●第13回 JILA音楽コンクール 弦楽器部門
　第 1位　鳥生真理絵（大２）
●第 4回 ルーマニア国際音楽コンクール 弦楽器部門 
　第 1位・ルーマニア大使館賞
　　　　　上村　文乃（ソリスト・ディプロマ１）
　第 2位　小池　彩織（’04年研究生修了）
●第14回 日本モーツァルト音楽コンクール
　ヴァイオリン部門
　第 1位　尾張　拓登（高１）
　第 2位　猪瀬由希子（大４）・成田　達輝（高２）
●第 9回 大阪国際音楽コンクール 弦楽器部門 Age-U
　第 2位（ 1位なし）　中山　加琳（大２）
●第29回 霧島国際音楽祭
　大　賞　成田　達輝（高２）
●ミケランジェロ・アバド国際コンクール
　第 3位　富井ちえり（高２）

〔2007年度〕
●第 1回 横浜国際音楽コンクール 
　弦楽器部門 大学の部
　第 2位（ 1位なし）　小坂井聖仁（大２）
●第 3回ルーマニア国際音楽コンクール 弦楽器部門
　第 3位（ 1位なし）　小坂井聖仁（大２）

　チェロ
●第13回 コンセールマロニエ21 弦楽器部門
　優秀賞（第 2位）　横田　誠治（高２）
●第18回 日本クラシック音楽コンクール 
　弦楽器部門 高校の部
　第 3位　村井　　智（高２）
　第 5位　三井　　静（高２）
●第 4回 ルーマニア国際音楽コンクール 弦楽器部門 
　第 1位　上村　文乃（高３）
●第 8回 泉の森ジュニアチェロコンクール 
　高校生以上の部
　銀　賞　社本　名央（高３）・増山　頌子（高１）
　銅　賞　川岡　光一（高３）・三井　　静（高２）
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2009（平成21）年度 桐朋学園音楽部門入学試験結果
● 仙川キャンパス

区　分 志願者数 前年比 受験者数 合格者数 前年比 入学者数 前年比

桐朋学園大学（指定校推薦） 　₆₉ 　△₆ 　₆₉ 　₆₉ 　△₆ 　₆₂ △₁₂
　　　〃　　 （一般推薦） 　₁₈ 　△₃ 　₁₈ 　₁₅ 　△₂ 　₁₅ 　△₂
　　　〃　　 （一般入試） ₁₇₉ 　△₅ ₁₇₉ ₁₃₄ ＋₁₈ ₁₁₇ ＋₂₂
　　　〃　　 （１年次合計） ₂₆₆ △₁₄ ₂₆₆ ₂₁₈ ＋₁₀ ₁₉₄ 　＋₈
　　　〃　　 （編入入試） 　　₂ 　△₁ 　　₂ 　　₀ 　△₁ 　　₀ 　△₁
桐朋女子高等学校音楽科（一般入試） 　₉₂ 　＋₇ 　₉₂ 　₈₂ 　＋₄ 　₈₀ 　＋₃
　　　〃　　 （一般推薦） 　　₄ 　＋₁ 　　₄ 　　₄ 　＋₁ 　　₄ 　＋₁
　　　〃　　 （合計） 　₉₆ 　＋₈ 　₉₆ 　₈₆ 　＋₅ 　₈₄ 　＋₄
研究生〔１〕　（内部新規） ₁₀₀ ＋₁₀ ₁₀₀ 　₇₂ 　＋₂ 　₆₈ 　＋₅
研究生〔２〕　（継続） 　₇₅ 　＋₆ 　₇₅ 　₇₂ 　＋₅ 　₇₀ 　＋₈
研究生〔３〕　（外部新規） 　₃₄ 　△₄ 　₃₄ 　₂₃ 　　₀ 　₂₀ 　△₃
研究生合計 ₂₀₉ ＋₁₂ ₂₀₉ ₁₆₇ 　＋₇ ₁₅₈ ＋₁₀
ソリスト･ディプロマ･コース （新規） 　　₇ 　＋₁ 　　₇ 　　₆ 　＋₃ 　　₆ 　＋₃
カレッジ･ディプロマ･コース （新規） 　₃₅ 　△₉ 　₃₄ 　₂₆ 　△₄ 　₂₆ 　△₃
ソリスト･ディプロマ･コース （継続） 　　₆ 　　₀ 　　₆ 　　₆ 　　₀ 　　₅ 　△₁
カレッジ･ディプロマ･コース （継続） 　₃₄ 　△₃ 　₃₄ 　₃₄ 　△₃ 　₃₃ 　△₃
ディプロマ･コース合計 　₈₂ △₁₁ 　₈₁ 　₇₂ 　△₄ 　₇₀ 　△₄
科目等履修生「指揮」 　₂₃ 　△₆ 　₂₃ 　₂₁ 　△₆ 　₂₀ 　△₅
科目等履修生（一般） 　₂₆ 　＋₄ 　₂₆ 　₂₆ 　＋₄ 　₂₆ 　＋₅
科目等特別履修生（外国人） 　　₁ 　　₀ 　　₁ 　　₁ 　　₀ 　　₁ 　　₀

● 富山キャンパス
区　分 出願者数 合格者数 入学者数 継　続 合　計

桐朋学園大学院大学 ₂₁ ₁₂ ₁₂
　〃（科目等履修生） 　₂ 　₂ 　₂
オーケストラ・アカデミー ₇₂ ₄₅ ₃₇ ₃₁ ₆₈

　フルート
●第19回 日本木管コンクール フルート部門
　第 3位　泉　　真由（’09年研究生修了）
● 第 2回 ジェイフォス（JFOS）フルートアンサンブル
コンクール
　大賞（第 1位）
　　 粉名内美穂・渥美　友香・奥野由紀子・竹森ゆきえ

（全て大２）

　トロンボーン
●第 2回 日本トロンボーン学生音楽コンクール ソロ部門
　第 2位　太田　涼平（大２）

　作曲
●第77回 日本音楽コンクール 本選会
　第 2位　江原　大介（’08年研究生修了）
● トロンボーン・ピース・オブ・ザ・イヤー作曲賞
　優　勝　宮川慎一郎（大２）

　古楽器
● 第 5回 国際テレマン・コンペティション（ドイツ、
マクデブルク）
　第 1位　宇治川朝政（リコーダー　’02年大学卒）
　第 3位・ベーレンタライター賞
　　　　　築城　玲子（トラヴェルソ　’03年大学卒）

　室内楽
●第 9回 日本アンサンブルコンクール
　優秀演奏者賞・全音楽譜出版社賞
●第 9回 大阪国際音楽コンクール アンサンブルの部
　第 1位・大阪府知事賞　
　　 山原　由希・柴田悠美子・松山　香澄・松井　洋之

（全て大４）
●第 6回 大阪国際室内楽コンクール ピアノトリオ部門
　第 3位　 霧島トリオ
　　　　　 （横田　知佳［研２］・荒井　章乃［’08年研究

生修了］・高橋麻理子［’06年研究生修了］）
●第57回 ミュンヘン国際音楽コンクール 弦楽四重奏部門
　第 3位　ウェールズ・ストリング・クァルテット
　　　　　 （崎谷　直人［ソリスト・ディプロマ３］・水

谷　晃［研１］・横溝　耕一［大４］・富岡廉
太郎［大４］）

　音楽教室生
●第62回 全日本学生音楽コンクール 
　全国大会 中学校の部
　第 3位　中迫　　研（仙川教室）
　東京大会 中学校の部
　第 2位　五十嵐薫子（仙川教室）
●第10回 ショパン国際ピアノコンクール in ASIA
　小学校 3・4年生の部 全国大会
　奨励賞　本間　帆風（新潟教室）
●第 2回 横浜国際ピアノコンクール
　特別賞・ヤマハ賞　反田　恭平（仙川教室）
●第 8回 泉の森ジュニアチェロコンクール 小学生の部 
　金　賞　濱田　　遥（仙川教室）
　銀　賞　野口　　朔（仙川教室）
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